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1.  平成25年3月期の連結業績（平成24年4月1日～平成25年3月31日） 

（注）平成23年７月に買収したランディス・ギア社に関する取得金額の資産及び負債への配分完了に伴い、平成24年３月期の数値を一部遡及的に組み替えて 
   表示しています。 

(2) 連結財政状態 

（注）平成23年７月に買収したランディス・ギア社に関する取得金額の資産及び負債への配分完了に伴い、平成24年３月期の数値を一部遡及的に組み替えて 
   表示しています。 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 継続事業税引前当期純利益
当社株主に帰属する当期純

利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期 5,800,281 △4.9 194,316 △4.1 155,553 6.9 77,533 10.7
24年3月期 6,100,262 △4.7 202,663 △15.7 145,579 △25.6 70,054 △49.2

（注）当期包括利益 25年3月期 246,407百万円 （949.8％） 24年3月期 23,471百万円 （△70.9％）

1株当たり当社株主に帰属
する当期純利益

希薄化後1株当たり当社株
主に帰属する当期純利益

株主資本当社株主に
帰属する当期純利益

率

総資産継続事業税引
前当期純利益率

売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

25年3月期 18.31 18.31 8.2 2.6 3.4
24年3月期 16.54 16.32 8.1 2.6 3.3

（参考） 持分法投資損益 25年3月期  21,560百万円 24年3月期  17,035百万円

総資産 資本合計（純資産） 株主資本 株主資本比率 1株当たり株主資本
百万円 百万円 百万円 ％ 円 銭

25年3月期 6,106,732 1,416,522 1,034,456 16.9 244.27
24年3月期 5,752,737 1,230,211 863,481 15.0 203.89

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

25年3月期 132,316 △196,347 41,772 209,169
24年3月期 334,997 △377,227 △240 214,305

2.  配当の状況 

（注）現時点での配当の予想は行っていません。 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

株主資本配
当率（連結）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 百万円 ％ ％

24年3月期 ― 4.00 ― 4.00 8.00 33,880 48.4 3.9
25年3月期 ― 4.00 ― 4.00 8.00 33,879 43.7 3.6
26年3月期(予想) ― ― ― ― ― ―

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、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

 

売上高 営業利益
継続事業税引前当期純

利益
当社株主に帰属する当

期純利益

1株当たり当社
株主に帰属す
る当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 2,800,000 4.2 90,000 30.5 40,000 △7.0 19,000 △24.6 4.49
通期 6,100,000 5.2 260,000 33.8 200,000 28.6 100,000 29.0 23.61



※  注記事項 
(1) 期中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） ： 無  

（注）当会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 会計方針の変更 

（注）詳細は、20ページ「（6）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当社株主に帰属する当期純利益の算定上の基礎となる株式数については、25ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更  ： 無
② ①以外の会計方針の変更  ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期 4,237,602,026 株 24年3月期 4,237,602,026 株
② 期末自己株式数 25年3月期 2,789,946 株 24年3月期 2,636,058 株
③ 期中平均株式数 25年3月期 4,234,899,095 株 24年3月期 4,235,024,465 株

（参考）個別業績の概要 

平成25年3月期の個別業績（平成24年4月1日～平成25年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

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

25年3月期 2,897,256 △9.7 29,266 ― 18,717 ― 29,110 △25.7
24年3月期 3,209,013 △10.6 △14,208 ― △32,636 ― 39,202 △62.8

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

25年3月期 6.87 ―
24年3月期 9.26 ―

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

25年3月期 3,988,178 935,049 23.4 220.80
24年3月期 3,897,747 938,663 24.1 221.65

（参考） 自己資本 25年3月期  935,049百万円 24年3月期  938,663百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
 この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続を実
施しています。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に掲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及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、13ペー
ジをご覧ください。 
 
 当社は、中長期的な成長のための戦略的投資等を勘案しつつ、連結配当性向30％程度を目標とし、配当の継続的な増加を目指しています。配当予想につい
ては、財務体質、戦略的投資等を勘案しつつ決定することとし、決定次第お知らせします。 




