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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第3四半期 92,996 △4.1 7,827 △25.9 7,654 △25.7 3,517 △54.4

23年3月期第3四半期 96,948 25.7 10,569 203.8 10,295 160.7 7,719 192.0

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 △1,605百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 6,619百万円 （―％）

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

24年3月期第3四半期 112.77 ―

23年3月期第3四半期 247.46 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 104,733 51,938 42.0
23年3月期 96,299 55,686 48.6

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  44,032百万円 23年3月期  46,785百万円

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

23年3月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00
24年3月期 ― 17.00 ―

24年3月期（予想） 17.00 34.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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  
 連結業績予想の修正につきましては、本日(平成24年1月31日)公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

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 122,800 △3.3 10,600 △17.0 10,300 △18.9 4,600 △49.9 147.44



(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  ：  有  
(注)詳細は、添付資料２ページ「四半期連結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。 

(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当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。 

4.  その他

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） 24年3月期3Q 31,200,000 株 23年3月期 31,200,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期3Q 5,084 株 23年3月期 5,064 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 31,194,917 株 23年3月期3Q 31,195,040 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ける当社グループを取り巻く経済情勢は、欧州財政危機の深刻化や米国経済の停滞

が続く一方、円高の長期化や中国経済の減速に加え、タイ大洪水の影響もあり、先行き不透明な状況が続きました。

国内経済は、東日本大震災からの復旧が進み、持ち直し傾向が見られました。 

 このような環境の中、当第３四半期連結累計期間における連結売上高は92,996百万円（前年同期比4.1％減）、営

業損益は7,827百万円の営業利益（前年同期比25.9％減）となりました。 

 セグメント別の状況につきまして、日本では、主要販売先の減産に伴う販売減により、売上高は24,378百万円（前

年同期比11.9％減）となり、セグメント損益は1,402百万円の利益（前年同期比31.0％減）となりました。 

 北米地域は、主要販売先の減産に伴う販売減により、売上高は14,672百万円（前年同期比17.7％減）となり、セグ

メント損益は203百万円の損失（前年同期は330百万円の利益）となりました。 

 欧州地域は、四輪車用製品の販売が増加したことにより、売上高は5,242百万円（前年同期比10.5％増）となり、

セグメント損益は671百万円の利益（前年同期比43.5％増）となりました。 

 アジア地域は、四輪車用製品の販売が主要販売先の減産に伴って減少した一方、二輪車用製品の販売が増加したこ

とにより、売上高は32,332百万円（前年同期比1.2％増）となり、セグメント損益は3,892百万円の利益（前年同期比

23.9％減）となりました。 

 南米地域は、二輪車用製品の販売が増加したことにより、売上高は16,370百万円（前年同期比11.0％増）となり、

セグメント損益は2,308百万円の利益（前年同期比10.2％増）となりました。 

 連結経常利益は7,654百万円（前年同期比25.7％減）となり、四半期純利益は3,517百万円（前年同期比54.4％減）

となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間の総資産は、前期末に比べて8,434百万円増加し、104,733百万円となりました。 

 流動資産は、前期末に比べて5,513百万円増加し、45,470百万円となりました。主な要因は、受取手形及び売掛金

の増加2,710百万円、現金及び預金の増加1,606百万円等によるものです。 

 固定資産は、前期末に比べて2,920百万円増加し、59,263百万円となりました。主な要因は、有形固定資産の増加

3,309百万円等によるものです。 

 負債は、前期末に比べて12,181百万円増加し、52,795百万円となりました。主な要因は、長期借入金の増加5,673

百万円、未払金の増加4,661百万円等によるものです。 

 少数株主持分を含めた純資産は、前期末に比べて3,747百万円減少し、51,938百万円となりました。主な要因は、

利益剰余金の増加2,519百万円、為替換算調整勘定の減少4,734百万円等によるものです。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 通期の見通しにつきましては、タイ大洪水による影響等が予想されます。 

 このような状況を考慮し、平成23年10月28日に公表いたしました業績予想を変更し、連結売上高122,800百万円

（前期比3.3％減）、連結営業利益10,600百万円（前期比17.0％減）、連結経常利益10,300百万円（前期比18.9％

減）、連結当期純利益4,600百万円（前期比49.9％減）といたします。 

 詳細につきましては、本日（平成24年１月31日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照

ください。 

   

（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 

 税金費用について、当社及び国内連結子会社は、当連結会計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する方法によっております。 

 ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率

を使用する方法によっております。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）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23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,370 10,977

受取手形及び売掛金 10,927 13,637

商品及び製品 3,713 2,772

仕掛品 3,358 4,012

原材料及び貯蔵品 7,253 7,414

繰延税金資産 827 884

その他 4,514 5,771

貸倒引当金 △8 △0

流動資産合計 39,956 45,470

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 23,345 21,763

減価償却累計額及び減損損失累計額 △11,914 △11,267

建物及び構築物（純額） 11,431 10,496

機械装置及び運搬具 119,502 114,601

減価償却累計額及び減損損失累計額 △96,434 △92,396

機械装置及び運搬具（純額） 23,068 22,205

工具、器具及び備品 6,109 5,783

減価償却累計額及び減損損失累計額 △4,987 △4,893

工具、器具及び備品（純額） 1,122 889

土地 3,709 3,287

建設仮勘定 3,777 9,538

有形固定資産合計 43,109 46,418

無形固定資産   

ソフトウエア 293 209

その他 39 30

無形固定資産合計 333 240

投資その他の資産   

投資有価証券 5,210 4,167

出資金 1,030 2,409

長期貸付金 34 33

繰延税金資産 4,025 3,768

その他 2,649 2,276

貸倒引当金 △50 △51

投資その他の資産合計 12,899 12,604

固定資産合計 56,342 59,263

資産合計 96,299 104,733



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,247 9,337

短期借入金 8,665 10,442

1年内償還予定の社債 4,725 4,225

未払金 2,590 7,252

未払費用 4,753 7,365

未払法人税等 1,465 730

繰延税金負債 5 4

賞与引当金 1,123 1,101

役員賞与引当金 101 52

製品補償引当金 29 28

その他 668 1,183

流動負債合計 33,376 41,723

固定負債   

社債 3,075 2,162

長期借入金 1,004 6,678

繰延税金負債 175 28

退職給付引当金 2,560 1,303

その他 421 898

固定負債合計 7,236 11,071

負債合計 40,613 52,795

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,973 2,973

資本剰余金 2,714 2,714

利益剰余金 48,174 50,694

自己株式 △6 △6

株主資本合計 53,856 56,376

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,881 1,343

為替換算調整勘定 △8,952 △13,687

その他の包括利益累計額合計 △7,071 △12,344

少数株主持分 8,900 7,906

純資産合計 55,686 51,938

負債純資産合計 96,299 104,733



（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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 96,948 92,996

売上原価 78,834 77,173

売上総利益 18,113 15,823

販売費及び一般管理費 7,544 7,995

営業利益 10,569 7,827

営業外収益   

受取利息 121 328

受取配当金 65 83

その他 374 421

営業外収益合計 561 833

営業外費用   

支払利息 320 226

固定資産除却損 26 24

為替差損 362 598

その他 125 157

営業外費用合計 835 1,006

経常利益 10,295 7,654

特別利益   

固定資産売却益 14 38

特別利益合計 14 38

特別損失   

固定資産売却損 75 176

固定資産除却損 5 16

投資有価証券評価損 － 6

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 53 －

環境対策費 11 －

為替換算調整勘定取崩額 635 －

災害による損失 － 275

賞与引当金繰入額 － 127

特別損失合計 781 602

税金等調整前四半期純利益 9,528 7,090

法人税等 578 2,581

少数株主損益調整前四半期純利益 8,949 4,508

少数株主利益 1,230 990

四半期純利益 7,719 3,517



（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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 8,949 4,508

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △83 △537

為替換算調整勘定 △2,246 △5,576

その他の包括利益合計 △2,330 △6,114

四半期包括利益 6,619 △1,605

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 5,594 △1,754

少数株主に係る四半期包括利益 1,024 148



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22年４月１日 至 平成22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．セグメント利益の調整額532百万円は、セグメント間取引消去であります。 

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調整を行っております。 

  

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 

 該当事項はありません。 

  

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23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．セグメント利益又は損失（△）の調整額△243百万円は、セグメント間取引消去であります。 

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。 

  

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 

 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）セグメント情報等

  
日本 北米 欧州 アジア 南米 計 

調整額 

（注）１ 

四半期連結損

益計算書計上

額（注）２ 

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） 

 売上高                 

外部顧客への売上高 27,668 17,830 4,744 31,954 14,751 96,948 － 96,948

セグメント間の内部売

上高又は振替高 
11,693 73 1 429 0 12,198 △12,198 －

計 39,361 17,903 4,745 32,384 14,751 109,146 △12,198 96,948

 セグメント利益 2,031 330 467 5,113 2,094 10,036 532 10,569

  
日本 北米 欧州 アジア 南米 計 

調整額 

（注）１ 

四半期連結損

益計算書計上

額（注）２ 

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） 

 売上高                 

外部顧客への売上高 24,378 14,672 5,242 32,332 16,370 92,996 － 92,996

セグメント間の内部売

上高又は振替高 
17,704 45 39 1,062 29 18,881 △18,881 －

計 42,082 14,717 5,282 33,395 16,399 111,877 △18,881 92,996

 セグメント利益又は損失

（△） 
1,402 △203 671 3,892 2,308 8,070 △243 7,827

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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