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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年9月30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2四半期 25,739 20.9 707 0.9 606 △7.4 84 △68.6
25年3月期第2四半期 21,291 39.7 700 ― 654 ― 269 ―

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 1,124百万円 （―％） 25年3月期第2四半期 △307百万円 （―％）

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2四半期 8.68 ―
25年3月期第2四半期 27.60 ―

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2四半期 50,887 20,436 32.1 1,671.11
25年3月期 49,274 19,533 32.0 1,617.29
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  16,311百万円 25年3月期  15,786百万円

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 ― 6.00 ― 8.00 14.00
26年3月期 ― 8.00
26年3月期（予想） ― 8.00 16.00

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  ：  無   

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 50,450 6.9 2,000 6.7 1,800 10.1 540 ― 55.32



(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）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  

(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、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表に対する
四半期レビュー手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている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。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 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
② ①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2Q 9,763,600 株 25年3月期 9,763,600 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 2,853 株 25年3月期 2,802 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 9,760,783 株 25年3月期2Q 9,760,854 株
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（１）経営成績に関する説明 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新政権による金融緩和をはじめとした経済政策の効果・期待か

ら円安・株高が進み、企業収益の改善や個人消費の回復など緩やかな景気回復が見られましたものの、輸入燃料・原

材料価格の上昇や海外経済の先行き懸念から依然として不透明な状況で推移いたしました。 

主要取引先である自動車業界では、国内生産はエコカー補助金終了後の国内販売回復の遅れや海外への生産移管等

により低迷傾向にありますものの、海外生産は米国市場や新興国市場が堅調に推移いたしました。 

このような状況にあって当社グループは、“グローバルステージにおける競争力の抜本改革”の実現に向け、第12

次中期（平成27年３月期～平成29年３月期）のプレ展開として、「攻めの合理化」を掲げ、生産/管理の合理化、合

理的な開発、インド・ベトナムにおける新拠点の合理的立上げを目指し、重点施策に取り組んでおります。 

当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高につきましては、米国における北米生産の回復やタイ国における洪水

影響からの復旧、また円安に伴う為替換算の影響等により、25,739百万円（前年同期比20.9％増）となりました。損

益につきましては、製品構成変化や国内における退職給付費用の増加等はありましたものの、諸費用の削減に取り組

み、営業利益707百万円（前年同期比0.9％増）、経常利益606百万円（前年同期比7.4％減）、四半期純利益は海外子

会社の増益に伴う少数株主利益の増加等により84百万円（前年同期比68.6％減）となりました。 

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

① 日本 

 売上高につきましては、国内向けロッカーアームをはじめその他主要製品の減少により、11,155百万円（前年同期

比7.2％減）となり、損益につきましては、314百万円のセグメント損失（前年同期は56百万円のセグメント利益）と

なりました。 

② 米国 

 売上高につきましては、顧客の北米生産回復に伴うロッカーアームの増加や為替換算影響により、9,928百万円

（前年同期比56.1％増）となり、損益につきましては、666百万円のセグメント利益（前年同期比157.2％増）となり

ました。 

③ タイ 

 売上高につきましては、一昨年の現地完成車メーカーの洪水影響からの復旧に伴い、ロッカーアームをはじめ４輪

主要製品の増加や為替換算影響により、4,615百万円（前年同期比58.7％増）となり、損益につきましては、245百万

円のセグメント利益（前年同期比31.6％増）となりました。 

④ インド 

 売上高につきましては、平成25年６月より顧客への納入開始により、40百万円となり、損益につきましては、量産

立上げ費用等により204百万円のセグメント損失（前年同期は28百万円のセグメント損失）となりました。 

⑤ ベトナム 

 売上高につきましては、生産開始予定が平成26年２月のため発生しておりませんが、損益につきましては、設立費

用等により14百万円のセグメント損失となりました。  

（２）財政状態に関する説明 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産につきましては、現金及び預金、受取手形及び売掛金、有形固定資産の増加

等により、前連結会計年度末に比べ1,613百万円増加し、50,887百万円となりました。負債の部では、有利子負債の

増加等により、709百万円増加し、30,450百万円となりました。なお、純資産の部では、少数株主持分や為替換算調

整勘定の増加等により、903百万円増加し、20,436百万円となりました。 

当第２四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は、3,352百万円（前年同期は1,917百万円の収入）となりました。主な内訳は、税

金等調整前四半期純利益602百万円、減価償却費2,097百万円であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は、2,814百万円（前年同期は2,021百万円の支出）となりました。主な内訳は、有

形固定資産取得による支出2,588百万円であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は、79百万円（前年同期は89百万円の支出）となりました。主な内訳は、短期借入

金の純増額1,477百万円、長期借入金の返済による支出1,712百万円であります。 

１．当四半期決算に関する定性的情報



（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高につきましては当初計画に対し増収となりましたが、第３四半期以

降は減収が見込まれ、また損益につきましても、国内における退職給付費用の増加により、減益が見込まれます。

 この状況を受けて当初計画予想を修正し、通期業績予想の売上高を50,450百万円（前期比6.9％増）、営業利益

を2,000百万円（前期比6.7％増）、経常利益を1,800百万円（前期比10.1％増）、当期純利益を540百万円（前期は

11百万円の当期純損失）といたしました。 

 通期個別予想につきましては、連結業績予想と同様の理由により、売上高は17,390百万円（前期比3.5％減）、

営業損失は410百万円（前期は360百万円の営業損失）、経常利益は750百万円（前期比2.6％増）、当期純利益は

540百万円（前期比52.4％減）としております。   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。   

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

税金費用の計算  

 四半期連結会計期間に係る法人税等については、当第２四半期連結会計期間を含む年度の税引前当期純利益に対

する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方

法によっております。 

   

（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。   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



４．四半期連結財務諸表 
（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２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,477,288 5,043,911

受取手形及び売掛金 6,297,608 6,554,026

有価証券 20,433 8,977

商品及び製品 2,118,328 2,186,917

仕掛品 2,263,256 1,907,368

原材料及び貯蔵品 3,229,853 3,515,678

その他 1,245,111 1,437,695

貸倒引当金 △249 △430

流動資産合計 19,651,632 20,654,145

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,906,017 5,935,848

機械装置及び運搬具（純額） 13,484,020 14,521,582

土地 2,574,595 2,599,728

その他（純額） 3,569,859 2,684,934

有形固定資産合計 25,534,493 25,742,094

無形固定資産   

その他 158,567 183,849

無形固定資産合計 158,567 183,849

投資その他の資産   

投資有価証券 3,074,890 3,374,767

その他 911,970 989,818

貸倒引当金 △57,299 △57,301

投資その他の資産合計 3,929,560 4,307,284

固定資産合計 29,622,621 30,233,227

資産合計 49,274,254 50,887,373



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,580,480 3,513,446

短期借入金 6,201,400 7,736,400

1年内返済予定の長期借入金 3,254,403 2,777,547

未払法人税等 17,333 155,474

引当金 34,100 17,674

その他 5,943,493 5,606,621

流動負債合計 19,031,209 19,807,164

固定負債   

長期借入金 6,614,664 6,070,348

退職給付引当金 1,507,161 1,791,224

資産除去債務 47,989 48,098

その他 2,540,130 2,733,731

固定負債合計 10,709,944 10,643,403

負債合計 29,741,154 30,450,567

純資産の部   

株主資本   

資本金 500,190 500,190

資本剰余金 324,233 324,233

利益剰余金 13,951,327 13,957,970

自己株式 △2,620 △2,666

株主資本合計 14,773,130 14,779,727

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,142,262 1,319,429

為替換算調整勘定 △129,375 212,126

その他の包括利益累計額合計 1,012,887 1,531,556

少数株主持分 3,747,082 4,125,522

純資産合計 19,533,099 20,436,806

負債純資産合計 49,274,254 50,887,373



（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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 21,291,771 25,739,902

売上原価 18,253,784 22,419,209

売上総利益 3,037,987 3,320,693

販売費及び一般管理費 2,337,048 2,613,687

営業利益 700,939 707,005

営業外収益   

受取利息 1,292 626

受取配当金 27,767 31,218

スクラップ収入 64,513 77,020

受取補償金 19,873 －

その他 27,819 30,122

営業外収益合計 141,265 138,987

営業外費用   

支払利息 174,206 217,065

その他 13,108 22,469

営業外費用合計 187,314 239,534

経常利益 654,890 606,458

特別利益   

固定資産売却益 4,375 4,132

投資有価証券売却益 100 －

特別利益合計 4,475 4,132

特別損失   

固定資産売却損 28 472

固定資産除却損 15,990 5,339

投資有価証券評価損 － 2,217

特別損失合計 16,019 8,030

税金等調整前四半期純利益 643,346 602,561

法人税等 259,458 285,802

少数株主損益調整前四半期純利益 383,888 316,758

少数株主利益 114,467 232,029

四半期純利益 269,420 84,728



（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 383,888 316,758

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △474,640 177,587

為替換算調整勘定 △216,687 630,131

その他の包括利益合計 △691,328 807,718

四半期包括利益 △307,439 1,124,477

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △351,168 603,317

少数株主に係る四半期包括利益 43,729 521,159



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 643,346 602,561

減価償却費 1,658,758 2,097,497

貸倒引当金の増減額（△は減少） 116 182

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △2,050 △16,425

退職給付引当金の増減額（△は減少） 95,089 282,399

受取利息及び受取配当金 △29,060 △31,844

支払利息 174,206 217,065

為替差損益（△は益） △975 11,315

有形固定資産売却損益（△は益） △4,346 △3,659

有形固定資産除却損 15,990 5,339

投資有価証券評価損益（△は益） － 2,217

その他の営業外損益（△は益） △111,034 △105,773

投資有価証券売却損益（△は益） △100 －

売上債権の増減額（△は増加） △162,110 42,006

たな卸資産の増減額（△は増加） △562,577 287,224

仕入債務の増減額（△は減少） 90,541 △109,748

その他の流動資産の増減額（△は増加） △15,606 △259,332

その他の流動負債の増減額（△は減少） 285,211 578,630

その他の固定負債の増減額（△は減少） － 2,254

その他 △96,073 3,561

小計 1,979,326 3,605,473

利息及び配当金の受取額 29,641 32,416

利息の支払額 △154,475 △232,452

その他営業外収益受取額 120,528 126,894

その他営業外費用支払額 △1,169 △1,022

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △56,655 △178,834

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,917,195 3,352,475



（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △10,816 －

有価証券の売却による収入 11,440 11,456

有形固定資産の取得による支出 △2,118,672 △2,588,225

有形固定資産の売却による収入 19,536 14,406

投資有価証券・関係会社株式の取得による支出 △28,015 △27,813

投資有価証券・関係会社株式の売却による収入 600 －

定期預金の預入による支出 △11,200 △11,200

定期預金の払戻による収入 40,000 10,000

無形固定資産の取得による支出 △15,824 △49,726

長期前払費用の取得による支出 △196 △170,565

その他 91,833 △2,569

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,021,313 △2,814,237

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 481,425 1,477,200

長期借入れによる収入 350,000 300,000

長期借入金の返済による支出 △789,374 △1,712,922

セール・アンド・リースバックによる収入 － 313,534

リース債務の返済による支出 － △140,492

自己株式の取得による支出 △52 △45

配当金の支払額 △39,063 △77,870

少数株主への配当金の支払額 △92,738 △238,543

財務活動によるキャッシュ・フロー △89,803 △79,139

現金及び現金同等物に係る換算差額 △86,160 105,976

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △280,082 565,074

現金及び現金同等物の期首残高 4,230,576 4,393,137

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,950,494 4,958,212



該当事項はありません。 

   

該当事項はありません。  

   

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

                                               （単位：千円）

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の 

  主な内容（差異調整に関する事項） 

（注）主に支払ロイヤリティ及び技術支援に関する費用の取引消去であります。  

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

該当事項はありません。 

（のれんの金額の重要な変動） 

 該当事項はありません。 

（重要な負ののれん発生益） 

 該当事項はありません。 

  

（４）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）

  日本 米国 タイ インド 合計  調整額  
四半期連結
損益計算書
計上額 

売上高               

外部顧客への売上高  12,022,371  6,361,339  2,908,061  －  21,291,771  －  21,291,771

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －  －

計  12,022,371  6,361,339  2,908,061  －  21,291,771  －  21,291,771

セグメント利益又は 

損失（△）  
 56,027  259,002  186,566  △28,112  473,483  227,455  700,939

  （単位：千円）

利益 金額 

報告セグメント計  473,483

セグメント間取引消去（注）  227,455

四半期連結損益計算書の営業利益  700,939



Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年９月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

                                               （単位：千円）

※平成25年１月にベトナムにおいて、タナカ・プレシジョン・ベトナム・カンパニーリミテッドを設立したことに伴い、

 前連結会計年度より報告セグメントに「ベトナム」を新設しております。 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の 

  主な内容（差異調整に関する事項） 

（注）主に支払ロイヤリティ及び技術支援に関する費用の取引消去であります。  

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

該当事項はありません。 

（のれんの金額の重要な変動） 

 該当事項はありません。 

（重要な負ののれん発生益） 

 該当事項はありません。  

   

   

  日本 米国 タイ インド ベトナム 合計  調整額 
四半期連結
損益計算書
計上額 

売上高                 

外部顧客への売上高  11,155,318  9,928,789  4,615,792  40,002  －  25,739,902  －  25,739,902

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －  －  －

計  11,155,318  9,928,789  4,615,792  40,002  －  25,739,902  －  25,739,902

セグメント利益又は 

損失（△）  
 △314,494  666,192  245,539  △204,326  △14,007  378,904  328,101  707,005

  （単位：千円）

利益 金額 

報告セグメント計  378,904

セグメント間取引消去（注）  319,057

有形固定資産の未実現利益の調整額  9,043

四半期連結損益計算書の営業利益  707,005
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