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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6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 ％

25年3月期第1四半期 3,558 15.4 492 366.9 590 232.8 355 296.1
24年3月期第1四半期 3,082 △23.3 105 △78.7 177 △69.2 89 △72.5

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 452百万円 （406.5％） 24年3月期第1四半期 89百万円 （△66.9％）

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

25年3月期第1四半期 19.72 ―
24年3月期第1四半期 4.98 ―

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月期第1四半期 17,395 13,706 78.8 759.39
24年3月期 17,456 13,462 77.1 745.81
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  13,706百万円 24年3月期  13,462百万円

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

24年3月期 ― 10.00 ― 13.00 23.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 13.00 ― 12.00 25.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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）

（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

第2四半期(累計) 7,430 13.3 1,050 118.1 1,200 94.3 740 139.0 41.00
通期 14,950 12.1 2,200 40.4 2,460 31.3 1,500 13.6 83.11



(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  

(注）詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 （１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動」をご覧ください。 

(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 

（注）詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 （３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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、金融商品取引法に基づく四
半期連結財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※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。なお、業績予想に関する事項は、添付資料３ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報 （３）連
結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  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   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 20,020,000 株 24年3月期 20,020,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 1,970,627 株 24年3月期 1,969,565 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 18,049,929 株 24年3月期1Q 18,051,532 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、復興需要を背景に緩やかな回復基調を辿りました

が、欧州の金融危機の再燃、新興国の景気減速懸念など、景気の先行きは引き続き予断を許さないまま

推移いたしました。 

このような環境下、４～６月の新車総販売台数（軽を含む）は、復興需要に加えてエコカー減税の延

長と補助金の復活、新型車発売により、前年同期比で162％強と大幅に増加しました。一方、当社国内

部門の主要販売先である自動車ディーラーは、８月にも予想される補助金打ち切り後の反動に備え、サ

ービス収益の拡大とともに低コスト体質への転換を急がれています。 

国内部門では、こうした得意先の変化とニーズに対応するべく、既存オリジナル商品の拡販と新規商

品の提案を積極的に推進いたしました。海外部門では、現地補修需要の取り込みと新規開拓に努めまし

た。また、シンガポールの海外現地法人であるCAPCO PTE LTD.は当社グループにおける重要性が増した

ため、当第１四半期連結会計期間より連結の範囲に含めております。  

これにより、売上高は35億58百万円(前年同期比115％)、営業利益は４億92百万円(同467％)、経常利

益は５億90百万円(同333％)となり、増収増益となりました。 

なお、投資有価証券評価損27百万円を特別損失に計上し、当四半期純利益は３億55百万円(前年同期

比396％)となりました。 

  
  

当第１四半期連結会計期間末の財政状態を分析しますと、 

① 総資産合計は173億95百万円と前連結会計年度末に比べて60百万円減少しております。 

減少の主なものは、現金及び預金が４億75百万円、受取手形及び売掛金のうち売掛金が１億21

百万円、流動資産その他のうち前渡金が41百万円、それぞれ減少いたしました。 

増加の主なものは、有価証券が１億99百万円、投資その他の資産の差入保証金が３億80百万

円、それぞれ増加いたしました。 

② 負債合計は36億88百万円と前連結会計年度末に比べて３億５百万円減少しております。 

減少の主なものは、未払法人税等が６億20百万円、賞与引当金が97百万円、それぞれ減少いた

しました。 

増加の主なものは、流動負債その他のうち未払費用が２億18百万円、支払手形及び買掛金が１

億90百万円、それぞれ増加いたしました。 

③ 純資産合計は137億６百万円と前連結会計年度末に比べて２億44百万円増加しております。 

増加の主なものは、四半期純利益が３億55百万円、株価の回復に伴い有価証券評価差額金が95

百万円増加いたしました。 

減少の主なものは、配当金の支払いにより剰余金が２億35百万円減少いたしました。 

なお、自己資本比率は、77.1%から78.8%となりました。 

  
  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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平成25年３月期の第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想（平成24年５月11日公表）につきまし

ては、当第１四半期連結累計期間の業績が概ね計画通りに推移しておりますので、現時点における業績

予想値の変更はありません。 

  

  

連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動はありません。 

なお、第１四半期連結会計期間より、非連結子会社であったCAPCO PTE LTD．(シンガポール)は、

重要性が増したため連結の範囲に含めております。 

  

該当事項はありません。 

  

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年

４月１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変

更しております。 

これによる当第１四半期連結累計期間における損益に与える影響は軽微であります。 

  

（３）連結業績予想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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,504 7,028

受取手形及び売掛金 1,696 1,613

有価証券 1,299 1,499

商品及び製品 367 430

仕掛品 17 19

原材料及び貯蔵品 15 14

その他 461 411

貸倒引当金 △3 △3

流動資産合計 11,359 11,013

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 539 539

土地 1,391 1,403

その他（純額） 72 73

有形固定資産合計 2,003 2,016

無形固定資産 107 95

投資その他の資産   

投資有価証券 3,154 3,109

その他 831 1,161

貸倒引当金 △1 △1

投資その他の資産合計 3,985 4,269

固定資産合計 6,096 6,381

資産合計 17,456 17,395

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,207 1,397

未払法人税等 824 204

賞与引当金 202 105

その他 405 627

流動負債合計 2,640 2,334

固定負債   

退職給付引当金 908 910

その他 444 443

固定負債合計 1,353 1,353

負債合計 3,993 3,688
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,001 1,001

資本剰余金 4,184 4,184

利益剰余金 8,712 8,859

自己株式 △694 △695

株主資本合計 13,202 13,349

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 260 355

繰延ヘッジ損益 △0 1

その他の包括利益累計額合計 259 356

少数株主持分 － －

純資産合計 13,462 13,706

負債純資産合計 17,456 17,395
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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１四半期連結累計期間 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 3,082 3,558

売上原価 2,058 2,178

売上総利益 1,023 1,380

販売費及び一般管理費 918 888

営業利益 105 492

営業外収益   

受取利息 2 1

受取配当金 7 7

受取保証料 19 28

受取賃貸料 18 17

持分法による投資利益 24 45

その他 10 10

営業外収益合計 83 110

営業外費用   

支払手数料 3 3

賃貸収入原価 7 7

その他 0 1

営業外費用合計 11 12

経常利益 177 590

特別損失   

固定資産除却損 30 －

投資有価証券評価損 － 27

特別損失合計 30 27

税金等調整前四半期純利益 146 562

法人税、住民税及び事業税 68 193

法人税等調整額 △11 13

法人税等合計 56 206

少数株主損益調整前四半期純利益 89 355

四半期純利益 89 355
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 四半期連結包括利益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 89 355

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △0 100

繰延ヘッジ損益 0 2

持分法適用会社に対する持分相当額 △0 △6

その他の包括利益合計 △0 96

四半期包括利益 89 452

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 89 452

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

中央自動車工業㈱（8117）　平成25年3月期　第１四半期決算短信

‐8‐




