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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 417,806 11.4 28,382 31.3 32,664 33.2 21,415 32.3
25年3月期第3四半期 375,068 16.2 21,610 37.2 24,529 46.0 16,188 50.3

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 34,745百万円 （101.8％） 25年3月期第3四半期 17,220百万円 （377.6％）

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 88.17 ―
25年3月期第3四半期 66.63 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第3四半期 454,715 229,067 47.9
25年3月期 425,050 199,783 44.7
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 217,650百万円 25年3月期 190,000百万円

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 ― 8.00 ― 8.00 16.00
26年3月期 ― 10.00 ―
26年3月期（予想） 10.00 20.00

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 570,000 12.2 40,000 33.2 42,000 20.3 28,000 37.7 115.28



(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） ： 有 

(注)詳細は、添付資料P.４「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 

(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については、【添付資
料】P.３「１.当四半期決算に関する定性的情報（３）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。 

※ 注記事項

新規 1社 （社名） 湖北日発汽車零部件有限公司 、 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 244,066,144 株 25年3月期 244,066,144 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 1,170,715 株 25年3月期 1,169,160 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 242,896,314 株 25年3月期3Q 242,949,137 株
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当第３四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年12月31日までの９ヶ月間）における日本

経済につきましては、金融政策・財政政策の効果により、個人消費の堅調な推移に加え、企業の生産活

動の緩やかな回復、円安による輸出採算の改善により、景気は順調に回復してきております。 

一方、世界経済につきましては、欧州は景気低迷からの回復傾向が緩やかながらも継続しており、米

国は景気回復が底堅く推移しております。中国は成長鈍化が引き続き見受けられ、アジア地域において

は一部地域の経済成長に減速が見られるようになっております。 

当社グループの主要な事業分野であります自動車関連は、国内販売は好調な個人消費の影響もあり、

3,848千台で前年同期比4.5％の増加となりました。完成車輸出は3,553千台で前年同期比0.5％の増加と

なりました。これにより国内の自動車生産台数は7,248千台で前年同期比1.1％の増加となりました。 

また、もう一方の主要な事業分野であります情報機器関連は、ＨＤＤ（ハードディスクドライブ）の

減産により受注が前年比で減少いたしました。 

以上のように、経営環境は不透明な面もございましたが、海外売上の増加や円安という環境のもと、

売上高は417,806百万円（前年同期比11.4％増）となりました。また収益面では、営業利益は28,382百

万円（前年同期比31.3％増）、経常利益は32,664百万円（前年同期比33.2％増）、四半期純利益は

21,415百万円（前年同期比32.3％増）となりました。 

  
セグメントの状況は以下のとおりです。 

[懸架ばね事業] 

  懸架ばね事業は、自動車生産が国内と、北米・タイなどの海外で増加したことにより、売上高が

89,572百万円（前年同期比17.9％増）、営業利益が11,072百万円（前年同期比55.1％増）となりまし

た。 

  
[シート事業] 

  シート事業は、自動車生産が国内と、北米・タイなどの海外で増加したことにより、売上高が

178,931百万円（前年同期比17.7％増）となりましたが、営業利益は中国新会社の立ち上げ費用の影響

もあり10,029百万円（前年同期比5.8％増）となりました。 

  
[精密部品事業] 

  精密部品事業は、国内・海外での自動車生産が増加したものの、ＨＤＤの減産もあり、売上高が

95,372百万円（前年同期比1.9％増）、営業利益は為替影響もあり4,640百万円（前年同期比91.0％増）

となりました。 

  
[産業機器ほか事業] 

  産業機器ほか事業は、国内景気の回復傾向を受けて、売上高は53,930百万円（前年同期比0.7％

増）、営業利益が2,640百万円（前年同期比3.1％増）となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、営業債権や投資有価証券の増加等により、前連結会計年度

末に比べ29,665百万円増加し、454,715百万円となりました。 

負債については、短期借入金等が減少しましたが、営業債務等が増加したことから、前連結会計年度

末に比べほぼ横ばいの381百万円増加で、225,647百万円となりました。 

純資産については、四半期純利益による利益剰余金の増加や為替の影響等により、前連結会計年度末

に比べ29,284百万円増加し、229,067百万円となりました。 

  

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

（２）財政状態に関する説明
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平成26年３月期通期連結業績予想につきましては、今後の当社を取り巻く経営環境に不透明さが残る

ことから、平成25年11月８日に公表した業績予想数値に据え置いております 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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第１四半期連結会計期間より、湖北日発汽車零部件有限公司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。 

  

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

（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 57,137 55,591

受取手形及び売掛金 109,535 120,245

商品及び製品 13,463 14,801

仕掛品 8,492 10,481

原材料及び貯蔵品 10,075 11,171

部分品 3,204 3,141

繰延税金資産 4,296 2,176

その他 15,773 18,400

貸倒引当金 △63 △57

流動資産合計 221,914 235,952

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 118,768 126,023

減価償却累計額 △75,878 △79,126

建物及び構築物（純額） 42,890 46,896

機械装置及び運搬具 193,476 201,535

減価償却累計額 △155,254 △160,871

機械装置及び運搬具（純額） 38,222 40,663

土地 31,713 32,127

リース資産 3,942 3,429

減価償却累計額 △2,024 △1,857

リース資産（純額） 1,917 1,571

建設仮勘定 7,469 8,734

その他 51,982 55,005

減価償却累計額 △45,354 △48,504

その他（純額） 6,627 6,500

有形固定資産合計 128,841 136,495

無形固定資産 3,689 4,896

投資その他の資産   

投資有価証券 53,470 61,354

長期貸付金 3,988 3,526

繰延税金資産 3,316 3,674

その他 9,984 8,958

貸倒引当金 △154 △143

投資その他の資産合計 70,604 77,371

固定資産合計 203,135 218,762

資産合計 425,050 454,715
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(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 69,601 75,858

電子記録債務 25,417 29,440

短期借入金 20,242 13,268

未払法人税等 6,381 3,845

繰延税金負債 834 862

役員賞与引当金 260 176

設備関係支払手形 2,584 1,805

その他 34,705 32,691

流動負債合計 160,028 157,949

固定負債   

社債 20,000 20,000

長期借入金 21,715 21,732

リース債務 1,767 1,427

繰延税金負債 8,277 10,388

退職給付引当金 11,267 11,509

役員退職慰労引当金 588 518

執行役員退職慰労引当金 663 689

その他 958 1,431

固定負債合計 65,238 67,698

負債合計 225,266 225,647

純資産の部   

株主資本   

資本金 17,009 17,009

資本剰余金 19,308 19,308

利益剰余金 144,436 160,658

自己株式 △794 △796

株主資本合計 179,959 196,179

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 16,533 19,816

繰延ヘッジ損益 － 0

為替換算調整勘定 △6,492 1,654

その他の包括利益累計額合計 10,040 21,470

少数株主持分 9,782 11,416

純資産合計 199,783 229,067

負債純資産合計 425,050 454,715
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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 375,068 417,806

売上原価 325,465 360,836

売上総利益 49,602 56,969

販売費及び一般管理費 27,992 28,587

営業利益 21,610 28,382

営業外収益   

受取利息 449 582

受取配当金 718 828

持分法による投資利益 277 506

為替差益 1,653 2,688

その他 1,385 1,184

営業外収益合計 4,484 5,790

営業外費用   

支払利息 601 423

固定資産除却損 142 368

その他 820 717

営業外費用合計 1,564 1,509

経常利益 24,529 32,664

特別利益   

固定資産売却益 199 －

負ののれん発生益 670 79

その他 48 －

特別利益合計 918 79

特別損失   

減損損失 335 －

段階取得に係る差損 279 －

関係会社出資金評価損 － 34

その他 56 －

特別損失合計 671 34

税金等調整前四半期純利益 24,776 32,708

法人税等 7,480 10,026

少数株主損益調整前四半期純利益 17,296 22,681

少数株主利益 1,107 1,266

四半期純利益 16,188 21,415
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 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 17,296 22,681

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,338 3,316

繰延ヘッジ損益 － 0

為替換算調整勘定 1,474 8,547

持分法適用会社に対する持分相当額 △211 199

その他の包括利益合計 △75 12,063

四半期包括利益 17,220 34,745

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 16,044 32,669

少数株主に係る四半期包括利益 1,176 2,076
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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) 

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 

(注) １  セグメント間の内部売上高又は振替高の調整額8,598百万円はセグメント間取引の消去であります。 

     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一致しており、調整額はございません。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

産業機器ほか事業の資産について減損損失75百万円を計上しております。 

また、全社資産について減損損失259百万円を計上しております。 

  
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 

(注) １  セグメント間の内部売上高又は振替高の調整額7,987百万円はセグメント間取引の消去であります。 

     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一致しており、調整額はございません。 

（３）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）

【セグメント情報】

            (単位：百万円)

 

報告セグメント
調整額 
（注）

合計

懸架ばね シート 精密部品
産業機器 
ほか

計

売上高              

  外部顧客への売上高 75,965 151,974 93,572 53,556 375,068 ― 375,068

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

1,241 48 1,393 5,914 8,598 △8,598 ―

計 77,206 152,022 94,965 59,471 383,666 △8,598 375,068

セグメント利益(営業利益) 7,140 9,479 2,429 2,561 21,610 ― 21,610
 

            (単位：百万円)

 

報告セグメント
調整額 
（注）

合計

懸架ばね シート 精密部品
産業機器 
ほか

計

売上高              

  外部顧客への売上高 89,572 178,931 95,372 53,930 417,806 ― 417,806

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

1,322 28 1,215 5,420 7,987 △7,987 ―

計 90,894 178,960 96,587 59,351 425,793 △7,987 417,806

セグメント利益(営業利益) 11,072 10,029 4,640 2,640 28,382 ― 28,382
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(参考情報) 

【所在地別セグメント情報】 

 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) 

(注) １  国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

     ２  本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

        （1）北  米・・・・アメリカ 

        （2）アジア・・・・タイ・マレーシア・中国・インド 

  

 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) 

(注) １  国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

     ２  本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

        （1）北  米・・・・アメリカ 

        （2）アジア・・・・タイ・マレーシア・中国・インド 

  
  
  

  

 

          (単位：百万円)

  日本 北米 アジア 計
消去又は 
全社

連結

売上高 262,645 39,398 85,826 387,870 △12,801 375,068

セグメント利益（営業利益） 12,930 1,178 7,501 21,610 ― 21,610
 

          (単位：百万円)

  日本 北米 アジア 計
消去又は 
全社

連結

売上高 262,431 53,818 117,032 433,281 △15,475 417,806

セグメント利益（営業利益） 16,623 1,478 10,279 28,382 ― 28,382
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