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（百万円未満四捨五入） 

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） 
(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 7,823 △1.9 573 △19.8 863 17.3 705 59.2 
25年３月期第２四半期 7,976 3.7 715 23.4 736 14.8 443 127.4 
（注）包括利益  26年３月期第２四半期  972百万円（115.3％）  25年３月期第２四半期451百万円（168.8％） 

 

 
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 34.30 － 
25年３月期第２四半期 21.55 － 
 
(2) 連結財政状態 

 総  資  産 純  資  産 自己資本比率 
 百万円 百万円 ％ 

26年３月期第２四半期 24,799 21,583 86.2 
25年３月期 23,963 20,714 85.8 
（参考）自己資本    26年３月期第２四半期  21,378百万円  25年３月期  20,553百万円 

 
２．配当の状況 

 
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 － 5.00 － 5.00 10.00 
26年３月期 － 5.00    
26年３月期(予想)   － 5.00 10.00 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：無 
 
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） 

 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 16,500 3.5 1,300 5.8 1,700 19.9 1,300 54.8 63.27 
（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：無 

 



 
 

※ 注記事項 
 
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

（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 

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 

(4) 発行済株式数（普通株式）  
①  期末発行済株式数(自己株式を含む) 26年３月期２Ｑ 20,559,500株 25年３月期 20,559,500株 
②  期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 12,165株 25年３月期 11,765株 
③  期中平均株式数(四半期累計) 26年３月期２Ｑ 20,547,489株 25年３月期２Ｑ 20,547,926株 

 
 
※ 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
ておりません。 

 
※ 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。 
業績の予想の前提となる条件等については四半期決算短信（添付資料）３ページ「連結業績予想な

どの将来予測情報に関する説明」をご覧下さい。 
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

(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世界経済の状況は、米国の景気が穏やかな回復基調にありま

すが、中国をはじめとする一部新興国の経済成長の鈍化や、欧州経済の長期低迷など世界経済は先

行き不透明な状況が続いております。一方、わが国の経済状況は、現政権下での金融政策による円

高是正や各種政策による経済成長への期待から景気回復の兆しが伺え、景況感は改善されたものの、

海外景気の下振れリスクの懸念や、消費税増税などに対する景気後退リスクなど、依然として先行

きは不透明な状況が続いております。 

当社グループが属する自動車業界では、円高の是正から輸出は回復傾向がみられ、国内需要もエ

コカー補助金終了に伴う国内需要低迷からの穏やかな持ち直しの動きがみられます。 

このような状況の中で当社グループは、新たな成長を目指し将来を見据えたグローバル体制の構

築や新技術・新工法の開発に加え、現場力の強化を図り、生産効率の向上やコスト削減にも取り組

み競争力を高め、収益改善に努めました。 

これにより、売上高は7,823百万円（前年同期比153百万円減）、営業利益は573百万円（前年同期

比142百万円減）、経常利益は863百万円（前年同期比128百万円増）、四半期純利益は705百万円

（前年同期比262百万円増）となりました。 

なお、セグメント別の売上高は自動車部品製造7,440百万円、流通383百万円となりました。 

 

 (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は、24,799百万円となり、前連結会計年度末に比べ836百万
円増加しております。 

 

（流動資産） 
当第２四半期連結会計期間末の流動資産は、15,262百万円と前連結会計年度末に比べ125百万円増

加しております。 
主な要因は次のとおりであります。 

・商品及び製品等のたな卸資産が179百万円増加しております。 
・流動資産（その他）に含まれている繰延税金資産が54百万円減少しております。 

 

（固定資産） 
当第２四半期連結会計期間末の固定資産は、9,538百万円と前連結会計年度末に比べ712百万円増

加しております。 
 
（流動負債） 
当第２四半期連結会計期間末の流動負債は、2,932百万円と前連結会計年度末に比べ114百万円減

少しております。 
主な要因は次のとおりであります。 

・未払法人税等が372百万円減少しております。 
・流動負債（その他）に含まれる設備支払手形が55百万円増加しております。 
・流動負債（その他）に含まれる未払金が199百万円増加しております。 

 
（固定負債） 
当第２四半期連結会計期間末の固定負債は、284百万円と前連結会計年度末に比べ82百万円増加し

ております。 
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（純資産） 
当第２四半期連結会計期間末の純資産の残高は、21,583百万円と前連結会計年度末に比べ869百万

円増加しております。 
 

（キャッシュ・フローの状況の分析） 

当第２四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」と言う。）は、前連結
会計年度末に比べ22百万円減少し、9,287百万円となりました。 

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） 
営業活動の結果、得られた資金は225百万円（前年同期比81.8％減）となりました。収入の主な内

訳は、税金等調整前四半期純利益1,119百万円、減価償却費290百万円であり、支出の主な内訳は、
持分法による投資利益140百万円、棚卸資産の増加154百万円、固定資産売却益256百万円、法人税等
の支払額542百万円であります。 

 
（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71百万円（前年同期比71.5％減）となりました。収入の主な内

訳は、有形固定資産の売却による収入300百万円であり、支出の主な内訳は、有形固定資産の取得に
よる支出329百万円、無形固定資産の取得による支出14百万円、敷金及び保証金の差入による支出20
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103百万円（前年同期比28.5％減）となりました。これは主に配

当金の支払い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25年７月23日に公表いたしました業績予想からの変更はありません。 
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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 

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。 
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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   7,750,594   7,736,180 

    受取手形及び売掛金   3,833,314   3,824,732 

    商品及び製品   549,913   652,704 

    仕掛品   476,218   483,720 

    原材料及び貯蔵品   606,512   674,771 

    その他   1,926,515   1,895,487 

    貸倒引当金   △6,000   △6,000 

    流動資産合計   15,137,065   15,261,593 

  固定資産         

    有形固定資産         

      建物及び構築物（純額）   2,850,431   2,917,778 

      機械装置及び運搬具（純額）   1,521,674   1,760,709 

      土地   2,553,467   2,509,018 

      その他（純額）   392,191   548,978 

      有形固定資産合計   7,317,762   7,736,483 

    無形固定資産         

      のれん   7,383   6,515 

      その他   28,422   40,141 

      無形固定資産合計   35,806   46,656 

    投資その他の資産         

      その他   1,501,757   1,783,417 

      貸倒引当金   △29,405   △28,705 

      投資その他の資産合計   1,472,352   1,754,712 

    固定資産合計   8,825,920   9,537,851 

  資産合計   23,962,985   24,799,444 

負債の部         

  流動負債         

    支払手形及び買掛金   1,586,865   1,622,513 

    未払法人税等   558,600   186,452 

    賞与引当金   51,437   78,782 

    役員賞与引当金   37,350   － 

    その他   812,383   1,044,603 

    流動負債合計   3,046,636   2,932,350 

  固定負債         

    退職給付引当金   37,562   40,404 

    役員退職慰労引当金   3,375   2,950 

    環境対策引当金   24,499   24,499 

    その他   136,698   216,214 

    固定負債合計   202,134   284,067 

  負債合計   3,248,770   3,216,417 
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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２四半期連結会計期間 

(平成25年９月30日) 

純資産の部         

  株主資本         

    資本金   3,018,648   3,018,648 

    資本剰余金   2,769,453   2,769,453 

    利益剰余金   15,230,479   15,832,582 

    自己株式   △5,896   △6,062 

    株主資本合計   21,012,683   21,614,620 

  その他の包括利益累計額         

    為替換算調整勘定   △459,611   △236,502 

    その他の包括利益累計額合計   △459,611   △236,502 

  少数株主持分   161,143   204,908 

  純資産合計   20,714,215   21,583,027 

負債純資産合計   23,962,985   24,799,444 
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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   7,976,240   7,822,890 

売上原価   6,295,592   6,195,214 

売上総利益   1,680,649   1,627,676 

販売費及び一般管理費         

  報酬及び給料手当   301,073   334,504 

  賞与引当金繰入額   19,068   9,197 

  退職給付費用   36,923   22,533 

  その他   608,831   688,296 

  販売費及び一般管理費合計   965,894   1,054,530 

営業利益   714,754   573,147 

営業外収益         

  受取利息   2,864   1,870 

  受取配当金   1,080   840 

  持分法による投資利益   38,386   140,424 

  受取賃貸料   25,220   25,390 

  為替差益   －   141,218 

  その他   16,409   19,276 

  営業外収益合計   83,959   329,017 

営業外費用         

  支払利息   1   － 

  固定資産除却損   3,751   19,160 

  為替差損   35,043   － 

  賃貸収入原価   12,309   11,984 

  その他   11,740   7,581 

  営業外費用合計   62,843   38,724 

経常利益   735,870   863,440 

特別利益         

  固定資産売却益   －   255,551 

  特別利益合計   －   255,551 

税金等調整前四半期純利益   735,870   1,118,991 

法人税、住民税及び事業税   366,653   193,500 

法人税等調整額   △55,280   198,409 

法人税等合計   311,373   391,909 

少数株主損益調整前四半期純利益   424,497   727,082 

少数株主利益又は少数株主損失（△）   △18,354   22,240 

四半期純利益   442,850   704,842 
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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   424,497   727,082 

その他の包括利益         

  為替換算調整勘定   8,071   86,163 

  持分法適用会社に対する持分相当額   18,856   158,471 

  その他の包括利益合計   26,927   244,635 

四半期包括利益   451,423   971,717 

（内訳）         

  親会社株主に係る四半期包括利益   466,218   927,951 

  少数株主に係る四半期包括利益   △14,795   43,766 
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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   735,870   1,118,991 

  減価償却費   289,236   289,820 

  貸倒引当金の増減額（△は減少）   △5,090   △700 

  賞与引当金の増減額（△は減少）   96,886   26,796 

  役員賞与引当金の増減額（△は減少）   △27,440   △37,350 

  退職給付引当金の増減額（△は減少）   △8,893   2,842 

  前払年金費用の増減額（△は増加）   3,747   △589 

  役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）   528   △425 

  固定資産売却損益（△は益）   －   △255,551 

  受取利息及び受取配当金   △3,944   △2,710 

  支払利息   1   － 

  持分法による投資損益（△は益）   △38,386   △140,424 

  有形固定資産処分損益（△は益）   2,749   20,171 

  売上債権の増減額（△は増加）   416,944   17,501 

  たな卸資産の増減額（△は増加）   △112,801   △154,196 

  仕入債務の増減額（△は減少）   △322,279   16,621 

  その他   △19,849   △137,887 

  小計   1,007,279   762,911 

  利息及び配当金の受取額   39,248   3,902 

  利息の支払額   △1   － 

  法人税等の還付額   229,793   － 

  法人税等の支払額   △38,560   △541,674 

  営業活動によるキャッシュ・フロー   1,237,759   225,139 

投資活動によるキャッシュ・フロー         

  有形固定資産の取得による支出   △228,835   △328,724 

  有形固定資産の売却による収入   1,018   300,083 

  無形固定資産の取得による支出   △1,805   △14,064 

  敷金及び保証金の差入による支出   △19,787   △19,775 

  その他   173   △8,486 

  投資活動によるキャッシュ・フロー   △249,236   △70,966 

財務活動によるキャッシュ・フロー         

  配当金の支払額   △143,836   △102,739 

  自己株式の取得による支出   △88   △166 

  財務活動によるキャッシュ・フロー   △143,924   △102,905 

現金及び現金同等物に係る換算差額   △1,554   △72,900 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）   843,045   △21,632 

現金及び現金同等物の期首残高   8,149,390   9,308,525 

現金及び現金同等物の四半期末残高   8,992,435   9,286,893 
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(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) 

     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） 

     該当事項はありません。 

 

 (株主資本の金額に著しい変動があった場合） 

     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） 

     該当事項はありません。 


