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

26年3月期第1四半期 2,126 5.7 205 18.6 256 58.9 170 73.5
25年3月期第1四半期 2,012 △2.5 173 8.7 161 2.9 98 △6.1

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 254百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 △43百万円 （―％）

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1四半期 14.22 ―
25年3月期第1四半期 8.19 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第1四半期 8,878 5,140 55.3
25年3月期 9,035 4,980 52.5
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  4,906百万円 25年3月期  4,747百万円

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  ：  有  
 配当予想の修正については、本日（平成25年８月９日）公表いたしました「配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

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 ― 8.00 8.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 4.00 ― 4.00 8.00

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、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) 4,100 4.6 390 35.8 370 34.9 250 39.5 20.90
通期 8,400 1.5 820 △21.6 770 △17.4 550 △15.0 45.98



(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  ：  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報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引
法に基づく四半期報告書のレビュー手続きを実施中であります。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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。 

※  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1Q 12,000,000 株 25年3月期 12,000,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 41,068 株 25年3月期 41,068 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 11,958,932 株 25年3月期1Q 11,961,648 株
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（１）経営成績に関する説明 

 当第１四半期連結累計期間における世界経済は、米国では堅調に拡大基調が続いており、一方欧州では信用不安

が沈静化するも依然として停滞感が続き、アジアにおいては中国や一部新興国に減速感は見られるものの、全体と

して成長は維持されている状況であります。また国内経済は、円高の修正、株式相場の上昇などもあり内需主導で

回復の兆しを見せ始めております。 

 このような状況のもとで、当社グループ（当社及び連結子会社）は、国内需要にいまだ低迷感があるものの、北

米向け輸出が好調に推移し、欧州や東南アジア諸国への供給も緩やかに回復いたしました。 

 この結果、当第１四半期連結累計期間の連結売上高は2,126百万円（前年同期比113百万円、5.7％増）となりま

した。売上高を部門別にみますと、オートモティブ部門は542百万円（前年同期比△1百万円、0.3％減）、インダ

ストリアル部門は1,285百万円（前年同期比64百万円、5.3％増）となり、上記部門に属さないサービス部品や修理

売上などのその他の部門の売上高は298百万円（前年同期比50百万円、20.3％増）となりました。 

 利益面では、売上総利益は817百万円（前年同期比23百万円、3.0％増）を確保することができ、営業利益は205

百万円（前年同期比32百万円、18.6％増）、経常利益は256百万円（前年同期比95百万円、58.9％増）となり、四

半期純利益は170百万円（前年同期比72百万円、73.5％増）となりました。 

 当第１四半期連結累計期間における報告セグメントの業績は次のとおりであります。 

 なお、当第１四半期連結会計期間より、全社費用の所属セグメントを、「日本」に変更しております。この変更

に伴い、前第１四半期連結会計期間の報告セグメントについても変更後の区分方法により作成しております。 

 日本における外部顧客に対する売上高は1,230百万円（前年同期比△107百万円、8.0％減）、営業利益は134百万

円（前年同期比39百万円、41.8％増）となりました。米国における外部顧客に対する売上高は610百万円（前年同

期比134百万円、28.2％増）、営業利益は92百万円（前年同期比15百万円、19.5％増）となりました。オランダに

おける外部顧客に対する売上高は214百万円（前年同期比78百万円、58.2%増）、営業利益は14百万円（前年同期は

営業損失1百万円）となりました。中国における外部顧客に対する売上高は70百万円（前年同期比7百万円、12.5％

増）、営業利益は6百万円（前年同期は営業損失0.4百万円）となりました。 

 また、当第１四半期連結累計期間の連結売上高に占める海外売上高は1,096百万円（前年同期比270百万円、

32.7％増）で、その割合は51.5％となりました。   

   

（２）財政状態に関する説明 

①資産、負債、純資産の状況 

 当第１四半期連結会計期間末における資産合計は8,878百万円となり、前連結会計年度末に比べ157百万円の減

少となりました。これは主に、流動資産の減少（△210百万円）、固定資産の増加（52百万円）等によるもので

あります。 

 負債合計は3,737百万円となり、前連結会計年度末に比べ316百万円の減少となりました。これは主に、流動負

債の減少（△312百万円）、固定負債の減少（△3百万円）等によるものであります。 

 純資産合計は5,140百万円となり、前連結会計年度末に比べ159百万円の増加となりました。これは主に、利益

剰余金の増加（74百万円）、その他の包括利益累計額合計の増加（84百万円）等によるものであります。 

 この結果、自己資本比率は55.3％となりました。 

②キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は2,191百万円となり、前連結会計年度末に比べ100

百万円の減少となりました。 

 当第１四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれら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・フローは84百万円の純収入（前年同四半期は180百万円の純収入）となりまし

た。これは主に、税金等調整前四半期純利益257百万円、たな卸資産の減少105百万円等の収入要因があったもの

の、仕入債務の減少204百万円、法人税等の支払額133百万円等の支出要因があったことによるものであります。

 投資活動によるキャッシュ・フローは86百万円の純支出（前年同四半期は5百万円の純収入）となりました。

これは主に、有形固定資産の取得により89百万円等の支出要因があったことによるものであります。  

 財務活動によるキャッシュ・フローは122百万円の純支出（前年同四半期は92百万円の純支出）となりまし

た。これは主に、短期借入金の借入により96百万円等の収入要因があったものの、長短借入金の返済により139

百万円、配当金の支払い76百万円等の支出要因があったこと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月期第２四半期累計期間及び通期の業績予想につきましては、平成25年５月14日の「平成25年３月期

決算短信」発表時に公表いたしました業績予想から変更はありません。   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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 

 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。   

   

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１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,263,059 2,161,184

受取手形及び売掛金 1,540,989 1,499,757

有価証券 50,772 50,780

商品及び製品 1,272,322 1,208,441

仕掛品 270,977 334,688

原材料及び貯蔵品 400,118 346,256

繰延税金資産 36,143 36,596

その他 73,981 60,527

貸倒引当金 △6,699 △6,912

流動資産合計 5,901,664 5,691,320

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,138,678 1,133,873

土地 1,241,962 1,247,453

その他（純額） 291,738 323,679

有形固定資産合計 2,672,378 2,705,007

無形固定資産 72,056 66,418

投資その他の資産 389,597 415,283

固定資産合計 3,134,031 3,186,708

資産合計 9,035,696 8,878,029

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,494,451 1,305,624

短期借入金 127,000 115,000

1年内償還予定の社債 300,000 300,000

1年内返済予定の長期借入金 122,496 113,722

未払法人税等 129,060 64,203

賞与引当金 105,232 35,028

その他 226,371 258,038

流動負債合計 2,504,612 2,191,617

固定負債   

長期借入金 690,328 673,094

繰延税金負債 251,033 260,438

退職給付引当金 456,946 465,770

資産除去債務 20,349 20,349

長期未払金 43,200 43,200

その他 88,275 83,449

固定負債合計 1,550,133 1,546,302
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債合計 4,054,746 3,737,919

純資産の部   

株主資本   

資本金 600,000 600,000

資本剰余金 56,750 56,750

利益剰余金 4,143,690 4,217,903

自己株式 △8,512 △8,512

株主資本合計 4,791,928 4,866,141

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 49,953 65,898

為替換算調整勘定 △94,441 △25,968

その他の包括利益累計額合計 △44,487 39,929

少数株主持分 233,508 234,037

純資産合計 4,980,949 5,140,109

負債純資産合計 9,035,696 8,878,029
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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：千円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 2,012,884 2,126,741

売上原価 1,218,897 1,309,330

売上総利益 793,987 817,411

販売費及び一般管理費 620,875 612,153

営業利益 173,111 205,258

営業外収益   

受取利息 765 1,141

受取配当金 7,598 5,901

負ののれん償却額 1,222 1,222

為替差益 － 44,587

その他 9,542 6,383

営業外収益合計 19,128 59,237

営業外費用   

支払利息 8,094 4,383

売上割引 3,053 3,357

為替差損 18,655 －

その他 811 －

営業外費用合計 30,615 7,740

経常利益 161,625 256,754

特別利益   

固定資産売却益 415 313

国庫補助金 1,296 －

補助金収入 4,765 －

特別利益合計 6,477 313

特別損失   

固定資産処分損 0 0

役員退職慰労金 85,000 －

その他 1,651 －

特別損失合計 86,651 0

税金等調整前四半期純利益 81,451 257,068

法人税、住民税及び事業税 36,607 85,569

法人税等調整額 11,718 935

法人税等合計 48,325 86,505

少数株主損益調整前四半期純利益 33,125 170,562

少数株主利益又は少数株主損失（△） △64,892 528

四半期純利益 98,017 170,033
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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：千円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 33,125 170,562

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △8,571 15,944

為替換算調整勘定 △67,655 68,473

その他の包括利益合計 △76,227 84,417

四半期包括利益 △43,101 254,980

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 21,790 254,451

少数株主に係る四半期包括利益 △64,892 528
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６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 81,451 257,068

減価償却費 81,880 41,796

負ののれん償却額 △1,222 △1,222

受取利息及び受取配当金 △8,363 △7,043

支払利息 8,094 4,383

売上債権の増減額（△は増加） 101,543 61,668

たな卸資産の増減額（△は増加） △108,420 105,937

仕入債務の増減額（△は減少） 6,518 △204,508

割引手形の増減額（△は減少） 7,000 －

役員退職慰労金 85,000 －

その他 △16,521 △42,914

小計 236,960 215,162

利息及び配当金の受取額 8,363 7,043

利息の支払額 △8,301 △3,610

役員退職慰労金の支払額 △55,000 －

法人税等の支払額 △12,364 △133,994

法人税等の還付額 11,032 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 180,690 84,601

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △12,904 △1,500

定期預金の払戻による収入 16,254 2,500

有形固定資産の取得による支出 △45,440 △89,455

有形固定資産の売却による収入 600 667

投資有価証券の取得による支出 △588 △607

保険積立金の解約による収入 47,167 －

その他 175 2,035

投資活動によるキャッシュ・フロー 5,263 △86,359

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 320,046 96,000

短期借入金の返済による支出 △301,528 △108,000

長期借入金の返済による支出 △60,006 △31,533

配当金の支払額 △45,332 △76,361

少数株主への配当金の支払額 △2,000 －

その他 △3,303 △2,803

財務活動によるキャッシュ・フロー △92,123 △122,698

現金及び現金同等物に係る換算差額 18,259 23,588

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 112,089 △100,867

現金及び現金同等物の期首残高 1,987,078 2,292,125

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 61,149 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,160,317 2,191,258
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 該当事項はありません。   

   

 該当事項はありません。   

   

Ⅰ 前第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） 

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  

   

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）  

  

（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）

（単位：千円）

  
報告セグメント 

合計 
日本 米国 オランダ 中国 

売上高           

外部顧客への売上高  1,338,173  476,436  135,409  62,864  2,012,884

セグメント間の内部売上高又は振替高  388,117  8,430  1,576  －  398,124

計  1,726,290  484,867  136,986  62,864  2,411,009

営業費用  1,631,211  407,515  138,050  63,324  2,240,102

セグメント利益又は損失（△）  95,079  77,351  △1,064  △459  170,906

  （単位：千円）

利益 金額 

報告セグメント計  170,906

セグメント間取引消去  △3,095

棚卸資産の調整額  5,300

四半期連結損益計算書の営業利益  173,111
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Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成25年４月１日 至平成25年６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  

   

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）  

  

３．報告セグメントの変更等に関する事項 

（全社費用の変更） 

 当第１四半期連結会計期間より、全社費用の所属セグメントを、「日本」に変更しております。 

 この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当第１四半期連結累計期間のセグメント利益が、

「日本」で23,127千円減少しております。なお、前第１四半期連結会計期間の報告セグメントについて

も変更後の区分方法により作成しております。 

  

（単位：千円）

  
報告セグメント 

合計 
日本 米国 オランダ 中国 

売上高           

外部顧客への売上高  1,230,857  610,956  214,236  70,691  2,126,741

セグメント間の内部売上高又は振替高  362,602  10,886  6,318  －  379,806

計  1,593,459  621,842  220,554  70,691  2,506,548

営業費用  1,458,629  529,412  205,661  64,163  2,257,867

セグメント利益  134,829  92,429  14,893  6,527  248,681

  （単位：千円）

利益 金額 

報告セグメント計  248,681

セグメント間取引消去  △1,432

棚卸資産の調整額  △41,990

四半期連結損益計算書の営業利益  205,258
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