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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第3四半期 35,979 △1.6 2,023 △30.6 1,829 △25.2 1,734 △27.9

24年3月期第3四半期 36,563 2.1 2,913 △8.2 2,445 2.6 2,407 31.7

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 1,930百万円 （30.1％） 24年3月期第3四半期 1,484百万円 （16.5％）

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

25年3月期第3四半期 21.12 21.09
24年3月期第3四半期 29.31 29.27

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 57,025 20,297 33.3
24年3月期 59,817 18,897 29.1

（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  18,967百万円 24年3月期  17,407百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00
25年3月期 ― 0.00 ―

25年3月期（予想） 4.00 4.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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 48,000 △2.4 2,600 △32.4 2,100 △37.1 1,900 △53.9 23.12



(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 

(注)「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の5に該当する変更を行っております。 
詳細は、〔添付資料〕3ページ「2.サマリー情報(注記事項)に関する事項(3)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。 

(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、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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。実際の業績は様々な要因により異なる可能性があります。 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  有

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期3Q 83,741,579 株 24年3月期 83,741,579 株

② 期末自己株式数 25年3月期3Q 1,586,299 株 24年3月期 1,611,910 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 82,148,351 株 24年3月期3Q 82,131,195 株
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当第３四半期連結累計期間における世界経済は、欧州諸国の債務問題や中国、インド等の新興国経済

の減速等引き続き先行き不透明な状況にありました。また、わが国経済は、円高基調が当該期間の後半

まで続いたことや海外経済の減速の影響等により依然弱含みの推移となりました。

当グループが関連する自動車業界におきましては、震災やタイの洪水影響からの生産挽回やエコカー

補助金等の効果から受注が増加したものの、当該期間後半の中国における日系自動車メーカーの生産減

や舶用製品事業の受注減少等により、売上高は359億79百万円と前年同四半期比1.6％の減少となりまし

た。

損益面におきましては、受注構成の変化や為替変動の影響等により、営業利益20億23百万円（前年同

四半期比30.6％の減少）、経常利益18億29百万円（前年同四半期比25.2％の減少）、四半期純利益17億

34百万円（前年同四半期比27.9％の減少）となりました。

セグメントの業績を示すと次のとおりであります。

① 自動車関連製品事業

自動車関連製品事業は、震災やタイの洪水影響からの生産挽回やエコカー補助金等の効果から受注が

増加したものの、当第３四半期連結累計期間後半の中国における日系自動車メーカーの生産減の影響等

により、売上高は315億84百万円（前年同四半期比0.1％の増加）となりましたが、受注構成の変化や為

替変動の影響等により、セグメント利益は18億40百万円（前年同四半期比28.3％の減少）となりまし

た。

② 舶用・その他の製品事業

舶用・その他の製品事業は、円高の影響を受け、売上高は10億23百万円（前年同四半期比35.3％の減

少）となり、セグメント利益は31百万円（前年同四半期比85.4％の減少）となりました。

③ その他

商品等の販売事業を含むその他における売上高は33億71百万円（前年同四半期比1.4％の減少）とな

ったものの、製品構成の変化によりセグメント利益は１億51百万円（前年同四半期比17.8％の増加）と

なりました。

（資産）

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ、27億92百万円減少し、

570億25百万円となりました。これは主に、設備投資による「有形固定資産」の増加69百万円、流動資

産「その他」の増加５億23百万円に対し、「現金及び預金」の減少18億70百万円、「受取手形及び売掛

金」の減少12億29百万円及び在庫圧縮推進による「たな卸資産」の減少１億84百万円があったこと等に

よるものであります。

（負債）

負債につきましては、前連結会計年度末に比べ、41億92百万円減少し、367億28百万円となりまし

た。これは主に、「有利子負債」の減少31億90百万円及び「支払手形及び買掛金」の減少９億10百万円

等によるものであります。

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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（純資産）

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ、13億99百万円増加し、202億97百万円となりまし

た。これは主に、「利益剰余金」の増加14億86百万円によるものであります。

（キャッシュ・フローの状況の分析）

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて18億

70百万円減少し、58億27百万円となりました。

当第３四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況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）

当第３四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは40億55百万円の収入（前年

同四半期比６億81百万円の増加）となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が24億55百万円

となり、減価償却費が27億87百万円あったこと等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３四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは20億15百万円の支出（前年

同四半期比15億84百万円の増加）となりました。これは主に固定資産の取得等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３四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは38億92百万円の支出（前年

同四半期比15億19百万円の増加）となりました。これは主に短期借入金が２億24百万円増加し、長期借

入金を33億45百万円返済し、配当金を２億44百万円支払ったこと等によるものであります。

平成24年11月９日に公表いたしました平成25年３月期の業績予想に変更はございません。

該当事項はありません。

該当事項はありません。

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１

日以後に取得した有形固定資産につきましては、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更して

おります。

この変更に伴う影響は軽微であります。

（３）連結業績予想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

（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24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,722 5,852

受取手形及び売掛金 9,601 8,371

たな卸資産 7,854 7,669

繰延税金資産 578 505

その他 628 1,151

貸倒引当金 △24 △26

流動資産合計 26,361 23,525

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 8,186 7,984

機械装置及び運搬具（純額） 10,966 10,297

土地 4,986 4,984

建設仮勘定 579 1,477

その他（純額） 741 787

有形固定資産合計 25,460 25,530

無形固定資産合計 953 936

投資その他の資産

投資有価証券 5,611 5,512

長期貸付金 11 9

繰延税金資産 266 303

その他 1,219 1,277

貸倒引当金 △67 △68

投資その他の資産合計 7,041 7,033

固定資産合計 33,456 33,499

資産合計 59,817 57,025
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 8,037 7,126

短期借入金 5,339 5,680

1年内返済予定の長期借入金 4,661 3,632

リース債務 341 364

未払法人税等 278 171

災害損失引当金 362 103

設備関係支払手形 1,373 1,834

その他 2,770 2,451

流動負債合計 23,165 21,365

固定負債

長期借入金 12,418 10,103

リース債務 1,724 1,512

繰延税金負債 347 274

退職給付引当金 3,002 3,224

その他 262 247

固定負債合計 17,755 15,362

負債合計 40,920 36,728

純資産の部

株主資本

資本金 9,839 9,839

資本剰余金 5,875 5,875

利益剰余金 3,490 4,976

自己株式 △355 △349

株主資本合計 18,849 20,342

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,622 1,708

繰延ヘッジ損益 － △28

為替換算調整勘定 △3,065 △3,054

その他の包括利益累計額合計 △1,442 △1,374

新株予約権 17 13

少数株主持分 1,472 1,316

純資産合計 18,897 20,297

負債純資産合計 59,817 57,025
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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23年４月１日
至 平成23年12月31日)

当第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)

売上高 36,563 35,979

売上原価 28,243 28,322

売上総利益 8,320 7,656

販売費及び一般管理費 5,406 5,633

営業利益 2,913 2,023

営業外収益

受取利息 6 4

受取配当金 82 100

為替差益 － 8

スクラップ売却益 49 35

助成金収入 － 20

その他 63 63

営業外収益合計 201 233

営業外費用

支払利息 398 307

為替差損 151 －

その他 121 119

営業外費用合計 670 427

経常利益 2,445 1,829

特別利益

固定資産売却益 361 －

補助金収入 － 43

災害損失引当金戻入額 391 67

受取補償金 － 514

特別利益合計 752 625

特別損失

災害による損失 106 －

特別損失合計 106 －

税金等調整前四半期純利益 3,091 2,455

法人税、住民税及び事業税 465 480

法人税等還付税額 － △57

法人税等調整額 42 166

法人税等合計 508 589

少数株主損益調整前四半期純利益 2,583 1,865

少数株主利益 175 130

四半期純利益 2,407 1,734
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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23年４月１日
至 平成23年12月31日)

当第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)

少数株主損益調整前四半期純利益 2,583 1,865

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △573 85

繰延ヘッジ損益 △0 △28

為替換算調整勘定 △524 7

その他の包括利益合計 △1,098 65

四半期包括利益 1,484 1,930

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,405 1,803

少数株主に係る四半期包括利益 79 127
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)

前第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)

当第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)

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 3,091 2,455

減価償却費 2,935 2,787

災害損失引当金の増減額（△は減少） △605 △258

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4 2

退職給付引当金の増減額（△は減少） 154 221

受取利息及び受取配当金 △88 △105

支払利息 398 307

為替差損益（△は益） 151 △8

受取補償金 － △514

売上債権の増減額（△は増加） △1,380 1,262

たな卸資産の増減額（△は増加） △973 186

未収入金の増減額（△は増加） 12 △390

仕入債務の増減額（△は減少） 547 △900

その他 △187 △747

小計 4,051 4,299

利息及び配当金の受取額 88 105

利息の支払額 △373 △281

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △393 △581

補償金の受取額 － 514

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,373 4,055

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 △991 △1,923

有形固定資産の売却による収入 755 4

無形固定資産の取得による支出 △149 △98

その他 △46 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △431 △2,015

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 497 224

長期借入れによる収入 2,280 －

長期借入金の返済による支出 △4,759 △3,345

配当金の支払額 △0 △244

少数株主への配当金の支払額 △122 △261

その他 △268 △265

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,372 △3,892

現金及び現金同等物に係る換算差額 △58 △16

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 511 △1,870

現金及び現金同等物の期首残高 7,569 7,697

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,081 5,827
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該当事項はありません。

前第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

（単位：百万円）

(注)１ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、商品等の販売事業を含んでおりま

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。

当第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

（単位：百万円）

(注)１ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、商品等の販売事業を含んでおりま

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。

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

報告セグメント
その他
(注１)

合計 調整額

四半期連結
損益計算書
計上額
(注２)

自動車関連
製品事業

舶用・その他
の製品事業

計

売上高

外部顧客への売上高 31,559 1,583 33,143 3,420 36,563 － 36,563

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － － － －

計 31,559 1,583 33,143 3,420 36,563 － 36,563

セグメント利益 2,566 218 2,785 128 2,913 － 2,913

報告セグメント
その他
(注１)

合計 調整額

四半期連結
損益計算書
計上額
(注２)

自動車関連
製品事業

舶用・その他
の製品事業

計

売上高

外部顧客への売上高 31,584 1,023 32,607 3,371 35,979 － 35,979

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － － － －

計 31,584 1,023 32,607 3,371 35,979 － 35,979

セグメント利益 1,840 31 1,871 151 2,023 － 2,023

（６）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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