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1. 平成26年3月期第3四半期の業績（平成25年4月1日～平成25年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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3四半期 5,092 11.1 516 195.3 585 187.3 359 177.6
25年3月期第3四半期 4,585 6.1 174 12.6 203 33.5 129 44.2

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3四半期 59.87 ―
25年3月期第3四半期 21.57 ―

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3四半期 6,247 3,329 53.3 555.15
25年3月期 5,417 3,024 55.8 504.17
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 3,329百万円 25年3月期 3,024百万円

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 ― 0.00 ― 8.00 8.00
26年3月期 ― 0.00 ―
26年3月期（予想） 8.00 8.00

3. 平成26年 3月期の業績予想（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 ： 有  

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 6,700 8.0 600 67.1 630 47.9 380 40.7 63.35



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有 
（注）詳細は、添付資料Ｐ．３「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(2) 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Ｐ．３「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項(2) 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。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※ 注記事項

①会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
②①以外の会計方針の変更 ： 有
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3Q 6,000,000 株 25年3月期 6,000,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 1,787 株 25年3月期 1,787 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 5,998,213 株 25年3月期3Q 5,998,213 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報告書のレビュー手続きの対象外であります。 
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しております。 

※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の見通し等の将来に関する記述は、現時点で入手可能な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。また、業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等につきまして
は、２ページ「１．当四半期の業績等に関する定性的情報」「（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。 
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（１）経営成績に関する説明 

当第３四半期累計期間における当社を取り巻く国内環境は、政府の経済対策や日銀の金融政策を背景にした為替

の円高是正と株高により企業の収益改善や個人消費の持ち直しの動きが見られました。 

この様な経済環境の中で、当社の売上高は、前年同期比506百万円増収の5,092百万円（前年同期比11.1%増）と

なりました。 

利益面におきましては、原価低減活動の効果により営業利益は前年同期比341百万円増益の516百万円（前年同期

比195.3%増）、経常利益は前年同期比381百万円増益の585百万円（前年同期比187.3%増）、四半期純利益は前年同

期比229百万円増益の359百万円（前年同期比177.6%増）となりました。  

   

（２）財政状態に関する説明 

（財政状態の変動状況）  

 当第３四半期会計期間末における総資産は、売掛金等の増加により前事業年度末に比べ830百万円増加の6,247百

万円となりました。 

有利子負債は、前事業年度末に比べ267百万円増加の942百万円となりました。 

純資産は、利益剰余金の増加により前事業年度末に比べ305百万円増加し3,329百万円となりました。 

この結果、自己資本比率は前事業年度末に比べ2.5%減少の53.3%となりました。   

  

（キャッシュ・フローの状況）  

 当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前事業年度末に比べ

61百万円減少（15.4%減）の339百万円となりました。 

  

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  当第３四半期累計期間において、営業活動の結果得られた資金は、前年同期比95百万円増加（46.7%増）の301

百万円となりました。 

  これは主に、税引前四半期純利益及び未払金の増加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） 

  当第３四半期累計期間において、投資活動の結果支出した資金は、前年同期比293百万円増加（100.8%増）の

584百万円となりました。 

  これは主に、関係会社株式の取得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）  

     当第３四半期累計期間において、財務活動の結果得られた資金は、219百万円となりました。        

 これは主に、長期借入金の増加によるものであります。 

 なお、前年同期は、長期借入金の返済と配当金の支払により28百万円の支出でありました。 

   

   

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成25年10月28日に公表いたしました通期業績予想を、本日、「通期業績予想の修正に関するお知らせ」にて修

正開示しておりますので、修正理由につきましては、そちらをご覧ください。  

１．当四半期決算に関する定性的情報



   

   

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

税金費用については、当第３四半期会計期間を含む事業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しております。   

   

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

自動車部品製造用機械設備、器具及び工具等の販売については、営業外収益（純額表示）に計上しておりました

が、第１四半期会計期間より、売上高と売上原価に計上する方法（総額表示）に変更しております。 

この変更は当該取引の金額的重要性が増したため、営業成績をより的確に表示するために行ったものです。 

当該会計方針の変更については、遡及適用を行い、前年四半期及び前事業年度については遡及適用後の四半期財

務諸表となっております。 

この結果、遡及適用を行う前と比べて、前第３四半期累計期間の売上高が177百万円増加、売上原価が138百万円

増加、営業利益が27百万円増加し、営業外収益が27百万円減少しております。この変更による経常利益、税引前四

半期純利益及び四半期純利益に与える影響はありません。また、同様の事由により前事業年度の貸借対照表におけ

る流動資産の「未収入金」69百万円を「売掛金」に組替えております。 

   

   

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

３．継続企業の前提に関する重要事象等



３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 401,524 347,088

受取手形及び売掛金 1,448,465 1,883,887

商品及び製品 79,668 73,242

仕掛品 284,659 286,300

原材料及び貯蔵品 119,742 173,265

前払費用 3,563 4,770

繰延税金資産 94,172 94,172

未収入金 426,258 450,807

その他 9,861 8,738

流動資産合計 2,867,916 3,322,273

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,994,198 1,944,941

減価償却累計額 △1,441,374 △1,421,760

建物（純額） 552,824 523,180

構築物 155,715 157,815

減価償却累計額 △121,128 △123,663

構築物（純額） 34,586 34,152

機械及び装置 3,751,719 3,861,586

減価償却累計額 △3,093,974 △3,171,278

機械及び装置（純額） 657,745 690,307

車両運搬具 13,004 11,209

減価償却累計額 △12,810 △11,073

車両運搬具（純額） 194 136

工具、器具及び備品 291,318 303,821

減価償却累計額 △254,122 △274,662

工具、器具及び備品（純額） 37,195 29,158

土地 40,361 40,361

建設仮勘定 20,904 97,738

有形固定資産合計 1,343,812 1,415,035

無形固定資産   

借地権 4,892 4,892

ソフトウエア 264 2,415

その他 847 847

無形固定資産合計 6,004 8,155

投資その他の資産   

投資有価証券 127,173 119,126

関係会社株式 653,063 953,996

出資金 303 303

前払年金資産 203,266 218,967

長期前払費用 2,234 1,266

長期未収入金 179,427 175,068

その他 33,854 32,997

投資その他の資産合計 1,199,323 1,501,725

固定資産合計 2,549,140 2,924,916

資産合計 5,417,057 6,247,190



（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 190,308 231,239

短期借入金 470,000 670,000

1年内返済予定の長期借入金 104,810 130,540

未払金及び未払費用 1,140,154 1,404,705

未払法人税等 152,839 142,425

資産除去債務 157 －

賞与引当金 134,537 86,663

その他 14,419 26,989

流動負債合計 2,207,225 2,692,563

固定負債   

長期借入金 100,000 141,915

繰延税金負債 85,733 82,823

固定負債合計 185,733 224,738

負債合計 2,392,959 2,917,301

純資産の部   

株主資本   

資本金 715,000 715,000

資本剰余金 677,955 677,955

利益剰余金 1,598,518 1,909,623

自己株式 △567 △567

株主資本合計 2,990,905 3,302,011

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 33,192 27,877

評価・換算差額等合計 33,192 27,877

純資産合計 3,024,097 3,329,888

負債純資産合計 5,417,057 6,247,190



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 4,585,961 5,092,826

売上原価 4,067,454 4,205,300

売上総利益 518,506 887,525

販売費及び一般管理費 343,723 371,353

営業利益 174,783 516,171

営業外収益   

受取利息 619 2,679

受取配当金 2,720 2,685

為替差益 11,274 62,345

技術指導料 4,866 3,477

その他 16,868 4,730

営業外収益合計 36,350 75,919

営業外費用   

支払利息 6,154 5,021

その他 1,200 1,701

営業外費用合計 7,354 6,722

経常利益 203,779 585,368

特別利益   

固定資産売却益 10,794 849

投資有価証券売却益 4,638 －

その他 11 －

特別利益合計 15,444 849

特別損失   

固定資産除却損 1,540 921

減損損失 132 497

特別損失合計 1,672 1,418

税引前四半期純利益 217,551 584,799

法人税等 88,184 225,707

四半期純利益 129,366 359,091



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 217,551 584,799

減価償却費 213,185 196,828

有形固定資産除却損 1,540 921

減損損失 132 497

貸倒引当金の増減額（△は減少） △200 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △60,763 △47,874

前払年金資産の増減額（△は増加） 22,546 △15,700

受取利息及び受取配当金 △3,340 △5,365

支払利息 6,154 5,021

為替差損益（△は益） △1,412 △1,427

有形固定資産売却損益（△は益） △10,794 △849

投資有価証券売却損益（△は益） △4,638 －

売上債権の増減額（△は増加） 227,850 △505,179

たな卸資産の増減額（△は増加） 22,111 △48,738

その他の流動資産の増減額（△は増加） △6,029 53,773

仕入債務の増減額（△は減少） △36,603 40,930

未払金の増減額（△は減少） △228,011 281,855

その他の流動負債の増減額（△は減少） 11,623 △450

小計 370,900 539,041

利息及び配当金の受取額 3,344 5,357

利息の支払額 △6,815 △4,980

法人税等の支払額 △162,055 △238,121

営業活動によるキャッシュ・フロー 205,373 301,296

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 － △7,500

有形固定資産の取得による支出 △336,611 △275,996

有形固定資産の売却による収入 26,019 850

無形固定資産の取得による支出 － △2,550

投資有価証券の取得による支出 △654 △177

投資有価証券の売却による収入 12,255 －

関係会社株式の取得による支出 － △300,933

投資その他の資産の増減額（△は増加） 7,921 1,825

投資活動によるキャッシュ・フロー △291,070 △584,482

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 100,000 200,000

長期借入れによる収入 － 150,000

長期借入金の返済による支出 △92,835 △82,355

配当金の支払額 △35,886 △47,822

財務活動によるキャッシュ・フロー △28,721 219,822

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,412 1,427

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △113,005 △61,935

現金及び現金同等物の期首残高 375,635 401,524

現金及び現金同等物の四半期末残高 262,630 339,588



該当事項はありません。 

   

   

該当事項はありません。 

   

   

セグメント情報   

 当社は、自動車用部品事業の単一のセグメントであるため、記載しておりません。 

   

   

（４）四半期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）
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