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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年12月31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3四半期 33,991 4.7 2,600 2.0 2,786 7.2 1,922 12.5
25年3月期第3四半期 32,466 △0.8 2,550 △2.7 2,598 △3.4 1,708 △8.2

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 2,463百万円 （23.0％） 25年3月期第3四半期 2,003百万円 （0.8％）

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3四半期 65.54 ―
25年3月期第3四半期 58.22 ―

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 51,394 27,939 52.4 917.28
25年3月期 48,132 25,852 51.9 851.00
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 26,907百万円 25年3月期 24,966百万円

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 ― 5.00 ― 5.00 10.00
26年3月期 ― 7.00 ―
26年3月期（予想） 7.00 14.00

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 46,500 8.4 3,400 8.4 3,500 9.1 2,300 12.6 78.40



(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四半期財務諸表のレビュー手続を終了しております。 

※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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期
決算短信【添付資料】２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 ： 無
②①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3Q 29,424,635 株 25年3月期 29,424,635 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 90,910 株 25年3月期 87,082 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 29,336,138 株 25年3月期3Q 29,340,579 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間において、当社グループの関連するトラック製造業界では、普通トラック（積載量

４トン以上）の国内登録台数は、53,187台と前年同期比9.0％の増加となりました。一方で、輸出はアセアン向

けを中心としてやや減少傾向となりました。 

 また、建設・産業機械業界では、海外市場への輸出が引き続き低調に推移いたしました。 

 このような状況のもと、当社グループの第３四半期連結累計期間における連結売上高は、339億91百万円（前

年同期比4.7％増）となりました。損益面におきましては、連結営業利益は26億円（前年同期比2.0％増）、連結

経常利益は27億86百万円（前年同期比7.2％増）、連結四半期純利益は19億22百万円（前年同期比12.5％増）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。 

 なお、第１四半期連結会計期間より、報告セグメントの利益又は損失の測定方法を変更しており、以下の前年

同四半期比較については、前年同四半期の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較しておりま

す。 

 日本における自動車部品等製造事業は、売上高は264億40百万円（前年同期比0.6％減）、営業利益は16億35百

万円（前年同期比4.6％減）、不動産賃貸事業の売上高は前年同期と同額の売上高４億３百万円、営業利益は１

億61百万円（前年同期比1.6％増）となりました。 

 また、アジアにおける売上高は82億１百万円（前年同期比24.8％増）、営業利益は８億25百万円（前年同期比

5.5％増）、北米における売上高は９億91百万円（前年同期比40.6％増）、営業利益は15百万円（前年同期は営

業損失52百万円）となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

 総資産については、前年度末比6.8％増の513億94百万円（前連結会計年度末は、481億32百万円）となり32億

61百万円増加いたしました。この主な要因は、前年度末に比べ、受取手形及び売掛金の増加５億86百万円、商品

及び製品の増加２億24百万円、原材料及び貯蔵品の増加３億48百万円、有形固定資産の増加13億87百万円、無形

固定資産の増加２億26百万円及び投資有価証券の増加12億14百万円に、現金及び預金の減少７億91百万円を加味

したことによるものであります。 

（負債） 

 負債については、前年度末比5.3％増の234億54百万円（前連結会計年度末は、222億79百万円）となり11億75

百万円増加いたしました。この主な要因は、前年度末に比べ、支払手形及び買掛金の増加６億35百万円、短期借

入金の増加４億23百万円及び長期借入金の増加２億60百万円に、賞与引当金の減少２億30百万円を加味したこと

によるものであります。 

（純資産） 

 純資産については、前年度末比8.1％増の279億39百万円（前連結会計年度末は、258億52百万円）となり20億

86百万円増加いたしました。この主な要因は、四半期純利益計上等に伴う利益剰余金の増加15億70百万円、株価

上昇等の影響によるその他有価証券評価差額金の増加１億74百万円及び為替換算調整勘定の１億97百万円を加味

したことによるものであります。この結果、自己資本比率は前年度末51.9％から52.4％となりました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成25年８月６日の公表時から変更はありません。 

   

（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。 

１．当四半期決算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



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25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,752 960

受取手形及び売掛金 10,292 10,879

商品及び製品 779 1,004

仕掛品 778 821

原材料及び貯蔵品 1,182 1,531

繰延税金資産 338 251

その他 606 692

貸倒引当金 △21 △26

流動資産合計 15,709 16,115

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 17,484 17,816

減価償却累計額 △8,747 △9,195

建物及び構築物（純額） 8,736 8,620

機械装置及び運搬具 26,790 28,798

減価償却累計額 △20,390 △21,398

機械装置及び運搬具（純額） 6,399 7,399

土地 9,959 9,960

建設仮勘定 1,295 1,782

その他 7,216 7,504

減価償却累計額 △6,361 △6,633

その他（純額） 855 870

有形固定資産合計 27,246 28,634

無形固定資産   

ソフトウエア 57 439

その他 230 74

無形固定資産合計 287 514

投資その他の資産   

投資有価証券 2,314 3,528

関係会社社債 683 683

出資金 725 725

長期貸付金 883 1,000

繰延税金資産 230 122

その他 143 154

貸倒引当金 △14 △15

投資損失引当金 △76 △68

投資その他の資産合計 4,887 6,130

固定資産合計 32,422 35,279

資産合計 48,132 51,394



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(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 5,795 6,430

短期借入金 2,820 3,244

1年内償還予定の社債 200 100

リース債務 136 105

未払法人税等 228 172

賞与引当金 632 401

役員賞与引当金 80 70

設備関係支払手形 593 691

その他 1,269 1,685

流動負債合計 11,757 12,902

固定負債   

長期借入金 880 1,140

リース債務 232 216

繰延税金負債 398 454

再評価に係る繰延税金負債 2,694 2,694

退職給付引当金 2,624 2,475

長期前受金 438 419

長期預り保証金 1,887 1,785

長期預り敷金 1,344 1,344

その他 21 21

固定負債合計 10,522 10,552

負債合計 22,279 23,454

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,617 4,617

資本剰余金 250 250

利益剰余金 14,340 15,911

自己株式 △30 △32

株主資本合計 19,177 20,746

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 656 831

土地再評価差額金 5,008 5,008

為替換算調整勘定 123 321

その他の包括利益累計額合計 5,788 6,161

少数株主持分 886 1,032

純資産合計 25,852 27,939

負債純資産合計 48,132 51,394



（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３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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

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

売上高 32,466 33,991

売上原価 27,476 28,707

売上総利益 4,989 5,284

販売費及び一般管理費 2,438 2,683

営業利益 2,550 2,600

営業外収益   

受取利息 7 19

受取配当金 20 33

作業くず売却益 77 103

為替差益 － 60

投資損失引当金戻入額 20 8

その他 60 73

営業外収益合計 186 299

営業外費用   

支払利息 103 96

為替差損 31 －

その他 3 16

営業外費用合計 138 113

経常利益 2,598 2,786

特別利益   

固定資産売却益 0 4

特別利益合計 0 4

特別損失   

固定資産売却損 11 8

固定資産廃棄損 5 7

特別損失合計 16 16

税金等調整前四半期純利益 2,582 2,774

法人税、住民税及び事業税 522 602

法人税等調整額 256 157

法人税等合計 778 759

少数株主損益調整前四半期純利益 1,803 2,014

少数株主利益 95 91

四半期純利益 1,708 1,922



（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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

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

少数株主損益調整前四半期純利益 1,803 2,014

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △26 174

為替換算調整勘定 225 274

その他の包括利益合計 199 449

四半期包括利益 2,003 2,463

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,887 2,295

少数株主に係る四半期包括利益 115 168



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



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

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：百万円）

（注）１．セグメント利益の調整額△53百万円には、セグメント間取引消去25百万円と、各セグメントに配分していない

全社費用△78百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない役員報酬等でありま

す。 

２．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

   ３．平成25年４月１日開始の連結会計年度より、セグメント利益の算定方法を変更したことに伴って、前第３四半

期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日）のセグメント利益を変更後の算定方法によ

る数値に組み替えて表示しております。算定方法の変更の内容につきましては、「Ⅲ 報告セグメントの変更

等に関する事項」をご参照ください。 

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

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：百万円）

（注）１．セグメント利益の調整額△37百万円には、セグメント間取引消去75百万円と、各セグメントに配分していない

全社費用△113百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない役員報酬等であり

ます。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

Ⅲ 報告セグメントの変更等に関する事項   

 （報告セグメントの利益又は損失の測定方法の変更） 

 当社の本社総務部門等に係る費用につきましては、前連結会計年度まで報告セグメントに配分しており

ませんでしたが、第１四半期連結会計期間より、報告セグメントの経営成績の実態をより適正に管理する

ため、報告セグメントへ配分する方法に変更しております。 

（５）セグメント情報等

  

日本 

アジア 北米 合計 調整額(注1) 
四半期連結
財務諸表計
上額(注2) 

自動車部品等
製造事業 

不動産 
賃貸事業 

売上高及び営業損益               

(1)外部顧客への売上高  26,266  403  5,101  694  32,466  －  32,466

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 326  －  1,470  10  1,807  (1,807)  －

計  26,592  403  6,571  705  34,273  (1,807)  32,466

セグメント利益又は 

損失（△） 
 1,714  158  782  △52  2,604  (53)  2,550

  

日本 

アジア 北米 合計 調整額(注1) 
四半期連結
財務諸表計
上額(注2) 

自動車部品等
製造事業 

不動産 
賃貸事業 

売上高及び営業損益               

(1)外部顧客への売上高  25,953  403  6,654  979  33,991  －  33,991

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 487  －  1,546  11  2,046  (2,046)  －

計  26,440  403  8,201  991  36,037  (2,046)  33,991

セグメント利益  1,635  161  825  15  2,638  (37)  2,600
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