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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

26年3月期第3四半期 2,314 11.5 80 ― 159 852.0 94 438.9
25年3月期第3四半期 2,075 1.3 △8 ― 16 ― 17 ―

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 147百万円 （352.0％） 25年3月期第3四半期 32百万円 （―％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

26年3月期第3四半期 18.10 ―
25年3月期第3四半期 3.36 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

26年3月期第3四半期 4,417 2,602 58.9 501.12
25年3月期 3,284 2,486 75.7 478.77
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 2,602百万円 25年3月期 2,486百万円

2. 配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無  

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

25年3月期 ― 0.00 ― 6.00 6.00
26年3月期 ― 0.00 ―
26年3月期（予想） 7.48 7.48

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有  

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 3,164 14.3 67 ― 147 222.5 51 53.0 10.01



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 有 

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であります。 
なお、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続きは終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、当社
としてその実現を約束する趣旨のものではありません。実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

※ 注記事項

新規 1社 （社名） 天御減振器制造(江蘇)有限公司 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
②①以外の会計方針の変更 ： 無
③ 会計上の見積りの変更 ： 無
④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期3Q 6,652,250 株 25年3月期 6,652,250 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 1,458,450 株 25年3月期 1,458,450 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 5,193,800 株 25年3月期3Q 5,193,800 株
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（１）経営成績に関する説明 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政権交代後の各種経済政策の効果が発現し、また為替や株価

の改善が進んだことなどによる企業の持続的な設備投資の増加や、雇用情勢の改善等を背景とした個人消費の持ち

直し傾向が見られた一方で、消費者の低価格志向は引き続き強く、また欧州の債務問題や新興国における需要の不

安定感といった景気下振れリスクなど、依然として先行きの不透明感は払拭できない状況の中で推移いたしまし

た。 

当社の属するカーアフターマーケットにおきましては、国内は概ね堅調に推移しましたが、海外では地域毎に異

なる経済情勢や為替動向などを背景に一進一退を繰り返しており、またユーザーの根強い低価格志向などもあっ

て、引き続き予断を許さない経営環境が続いております。 

このような情勢のもと、当社グループでは2013年1月から市場投入した新製品「EDFC ACTIVE」および「STREET 

FLEX」の知名度と推販力の向上に向けた取り組みに努めてまいりました。国内では7月より開始した「EDFC 

ACTIVE」の様々な機能の一部をユーザーが体感できるデモキットの小売店等への設置に引き続き注力するととも

に、国内外の各地域での特性に配慮した各種のキャンペーンも継続的におこなってまいりました。またブランド力

向上のための広告宣伝活動などにも力を注いでまいりました。 

これらの結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は2,314百万円（前年同四半期比11.5％増）、営業利益80百

万円（前年同四半期は8百万円の営業損失）、経常利益159百万円（前年同四半期比852.0％増）となりました。な

お、四半期純利益は本社工場の移転に伴う固定資産除却損を特別損失として33百万円計上したことから94百万円

（前年同四半期比438.9％増）となりました。   

   

（２）財政状態に関する説明 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ1,132百万円増加し、4,417百万円となりまし

た。なお、現金及び預金は、前連結会計年度末に比べ682百万円増加し、1,265百万円となりました。  

当第３四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ1,016百万円増加し、1,814百万円と

なりました。これは主として借入金の発生によるものであります。 

当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ116百万円増加し、2,602百万円と

なりました。これは主として利益剰余金の増加によるものであります。     

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成26年3月期の連結業績予想につきましては、本日（平成26年2月14日）発表いたしました「業績予想の修正に

関するお知らせ」において連結業績予想を修正しておりますのでご参照ください。   

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

当第３四半期連結会計期間において、天御減振器制造(江蘇)有限公司を新たに設立したため、連結の範囲に含め

ております。 

    

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。    

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 583,841 1,265,963

売掛金 330,218 229,946

商品及び製品 514,116 538,311

原材料及び貯蔵品 115,811 144,248

その他 110,665 132,081

流動資産合計 1,654,653 2,310,550

固定資産   

有形固定資産   

土地 1,070,533 1,070,533

建設仮勘定 117,520 676,287

その他（純額） 212,966 150,202

有形固定資産合計 1,401,019 1,897,023

無形固定資産 11,055 7,022

投資その他の資産   

その他 219,143 203,941

貸倒引当金 △1,245 △1,245

投資その他の資産合計 217,897 202,696

固定資産合計 1,629,972 2,106,742

資産合計 3,284,626 4,417,293

負債の部   

流動負債   

買掛金 184,874 162,924

短期借入金 － 710,008

その他 242,871 286,200

流動負債合計 427,745 1,159,133

固定負債   

長期借入金 － 269,992

退職給付引当金 149,544 158,009

役員退職慰労引当金 169,803 177,340

その他 50,850 50,100

固定負債合計 370,198 655,441

負債合計 797,943 1,814,575

純資産の部   

株主資本   

資本金 217,556 217,556

資本剰余金 215,746 215,746

利益剰余金 2,609,792 2,672,671

自己株式 △473,429 △473,429

株主資本合計 2,569,665 2,632,544

その他の包括利益累計額   

為替換算調整勘定 △82,983 △29,827

その他の包括利益累計額合計 △82,983 △29,827

純資産合計 2,486,682 2,602,717

負債純資産合計 3,284,626 4,417,293
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 2,075,305 2,314,985

売上原価 1,301,292 1,392,494

売上総利益 774,012 922,490

販売費及び一般管理費 782,269 841,702

営業利益又は営業損失（△） △8,256 80,788

営業外収益   

為替差益 3,994 55,214

その他 21,250 24,135

営業外収益合計 25,245 79,350

営業外費用   

支払利息 － 494

その他 223 36

営業外費用合計 223 530

経常利益 16,765 159,607

特別利益   

固定資産売却益 2,464 1,314

特別利益合計 2,464 1,314

特別損失   

固定資産売却損 1,048 －

固定資産除却損 406 33,915

特別損失合計 1,454 33,915

税金等調整前四半期純利益 17,774 127,006

法人税、住民税及び事業税 323 32,964

法人税等合計 323 32,964

少数株主損益調整前四半期純利益 17,451 94,041

四半期純利益 17,451 94,041
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 17,451 94,041

その他の包括利益   

為替換算調整勘定 15,114 53,155

その他の包括利益合計 15,114 53,155

四半期包括利益 32,566 147,197

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 32,566 147,197

㈱テイン　（7217）　平成26年3月期　第3四半期決算短信

5



該当事項はありません。   

   

該当事項はありません。   

    

当社グループは、自動車用サスペンションの製造・販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しておりま

す。   

   

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）
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