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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6月30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1四半期 17,193 16.3 9 △97.6 61 △86.5 60 △86.5
24年3月期第1四半期 14,784 △1.8 391 △13.4 456 4.9 451 45.0

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △272百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 663百万円 （700.9％）

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1四半期 2.90 ―
24年3月期第1四半期 21.45 ―

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

25年3月期第1四半期 42,260 16,155 37.8 765.25
24年3月期 43,716 16,559 37.5 779.09
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  15,988百万円 24年3月期  16,382百万円

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 ― 3.00 ― 4.00 7.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 3.00 ― 4.00 7.00

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、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 35,000 6.4 400 △55.5 400 △57.2 400 △56.4 19.08
通期 69,000 0.3 1,200 △24.6 1,100 △31.3 1,000 △32.4 47.71



(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「２．サマリー情報（その他）に関する事項」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 

(注)詳細は、添付資料２ページ「２．サマリー情報（その他）に関する事項」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きの対象外であり、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き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およ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およ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、添付
資料の２ページ「１．(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   ：  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1Q 23,396,787 株 24年3月期 23,396,787 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 2,503,886 株 24年3月期 2,366,686 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 20,961,501 株 24年3月期1Q 21,030,150 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間における経済環境は、エコカー補助金などの自動車購入支援策による効果があったも

のの、一方で、欧州債務問題に端を発した世界経済の停滞、中国およびその他の新興国の経済成長率の鈍化、長期

化する円高等、依然として厳しい状況で推移いたしました。 

このような環境の中、当社グループの連結売上高は、171億93百万円で、前年同期に比べ24億08百万円

（16.3％）の増加となりました。 

利益面におきましては、海外展開に伴う費用の発生および諸経費の増加により、営業利益は９百万円（前年同期

比97.6％減）、経常利益は61百万円（前年同期比86.5％減）、四半期純利益は60百万円（前年同期比86.5％減）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。  

＜ユニット事業＞ 

 四輪駆動装置の新興国向けの販売が順調に推移したことなどにより、売上高は86億26百万円（前年同期比

9.9％増）となりました。セグメント利益につきましては、売上高の増加による効果はあったものの、新規拡販

のための研究開発費の増加や海外拠点の強化に伴う費用の発生等により１億12百万円（前年同期比67.3％減）と

なりました。 

＜部品事業＞  

 エコカー補助金等による国内向け自動車部品の販売増により、売上高は84億64百万円（前年同期比23.3％増）

となりました。セグメント利益につきましては、市場競争力強化のため、LCC化や国内ものつくり強化を図って

おりますが、新規立上げに伴う費用の増加や海外拠点の強化に伴う費用の発生等により１億５百万円の損失（前

年同期に比べ１億56百万円の減少）となりました。 

＜その他＞  

 製品輸送及び工場附帯サ－ビス量の増加により、売上高は１億３百万円（前年同期比47.2％増）となりまし

た。セグメント利益につきましては、476千円（前年同期比52.5％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１四半期連結会計期間末における総資産は、前期末に比べ14億55百万円減少し、422億60百万円となりまし

た。これは主に、現金及び預金が13億91百万円減少し、投資有価証券が６億４百万円減少した一方で、有形固定資

産が３億26百万円増加し、無形固定資産が２億67百万円増加したことによります。 

 当第１四半期連結会計期間末における負債は、前期末に比べ10億52百万円減少し、261億５百万円となりまし

た。これは主に、未払金が６億67百万円減少し、短期借入金および長期借入金が３億25百万円減少したことにより

ます。 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産は、前期末に比べ４億３百万円減少し、161億55百万円となりまし

た。これは主に、その他有価証券評価差額金が減少したことによります。 

 以上の結果、自己資本比率は37.8％となり、前連結会計年度末と比較して0.3ポイント増加しております。   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成25年３月期の第２四半期連結累計期間および通期の連結業績予想につきましては、平成24年５月11日公表の

業績予想から変更はありません。業績予想を見直す必要が生じた場合には速やかに開示する予定であります。  

   

（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む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 

（減価償却方法の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第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いて、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 この変更による当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響

は軽微であります。 

    

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,768,828 5,377,046

受取手形及び売掛金 10,684,728 10,707,056

製品 1,558,549 1,494,007

仕掛品 1,669,794 1,622,535

原材料及び貯蔵品 2,109,302 2,114,079

繰延税金資産 14,339 14,598

その他 1,310,279 1,336,452

貸倒引当金 △10,636 △10,490

流動資産合計 24,105,185 22,655,285

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 10,409,838 10,491,335

減価償却累計額 △7,545,862 △7,612,726

建物及び構築物（純額） 2,863,976 2,878,609

機械装置及び運搬具 54,538,405 55,622,385

減価償却累計額及び減損損失累計額 △46,314,070 △46,794,118

機械装置及び運搬具（純額） 8,224,335 8,828,267

工具、器具及び備品 4,105,049 4,118,511

減価償却累計額 △3,746,882 △3,756,374

工具、器具及び備品（純額） 358,167 362,136

土地 2,410,369 2,411,156

建設仮勘定 977,396 680,963

有形固定資産合計 14,834,245 15,161,133

無形固定資産 681,206 949,065

投資その他の資産   

投資有価証券 3,936,150 3,331,754

繰延税金資産 49,431 50,603

その他 110,189 112,789

投資その他の資産合計 4,095,770 3,495,148

固定資産合計 19,611,222 19,605,347

資産合計 43,716,408 42,260,632
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,946,606 8,888,996

短期借入金 2,511,796 2,770,496

未払金 3,425,726 2,757,862

未払費用 1,954,178 1,832,153

未払法人税等 55,494 24,691

賞与引当金 791,429 1,173,039

役員賞与引当金 17,440 20,225

事業構造改善引当金 147,417 125,017

環境対策引当金 28,563 28,563

繰延税金負債 12,781 12,781

その他 106,735 76,783

流動負債合計 17,998,168 17,710,609

固定負債   

長期借入金 5,238,863 4,654,714

繰延税金負債 872,392 671,898

退職給付引当金 2,653,200 2,673,268

役員退職慰労引当金 307,880 307,880

資産除去債務 86,719 86,795

固定負債合計 9,159,056 8,394,556

負債合計 27,157,224 26,105,166

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,500,000 3,500,000

資本剰余金 2,075,882 2,075,882

利益剰余金 10,660,271 10,636,933

自己株式 △625,441 △672,202

株主資本合計 15,610,712 15,540,613

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,451,765 1,051,191

為替換算調整勘定 △680,187 △603,466

その他の包括利益累計額合計 771,578 447,724

少数株主持分 176,892 167,128

純資産合計 16,559,183 16,155,466

負債純資産合計 43,716,408 42,260,632
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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１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 14,784,955 17,193,718

売上原価 13,101,116 15,544,855

売上総利益 1,683,838 1,648,862

販売費及び一般管理費   

荷造費 54,637 76,100

人件費 637,924 731,277

賃借料 21,245 18,094

減価償却費 89,059 83,986

賞与引当金繰入額 82,270 103,707

役員賞与引当金繰入額 3,300 5,225

退職給付費用 16,935 20,212

その他 387,292 600,861

販売費及び一般管理費合計 1,292,665 1,639,464

営業利益 391,173 9,397

営業外収益   

受取利息 1,154 481

受取配当金 25,708 30,537

受取賃貸料 7,113 9,395

持分法による投資利益 793 1,165

為替差益 415 49,942

助成金収入 26,418 －

受取補償金 32,408 62

その他 20,428 15,104

営業外収益合計 114,440 106,689

営業外費用   

支払利息 42,600 34,908

その他 6,452 19,425

営業外費用合計 49,053 54,334

経常利益 456,560 61,752

特別利益   

固定資産売却益 1,294 －

特別利益合計 1,294 －

特別損失   

固定資産除却損 1,237 2,810

特別損失合計 1,237 2,810

税金等調整前四半期純利益 456,616 58,942

法人税等合計 4,824 7,776

少数株主損益調整前四半期純利益 451,792 51,165

少数株主利益又は少数株主損失（△） 755 △9,710

四半期純利益 451,036 60,876
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 451,792 51,165

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 190,799 △398,604

為替換算調整勘定 21,246 77,261

持分法適用会社に対する持分相当額 △266 △2,179

その他の包括利益合計 211,779 △323,522

四半期包括利益 663,572 △272,356

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 660,860 △262,977

少数株主に係る四半期包括利益 2,711 △9,379
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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１四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年６月30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：千円） 

  （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、物流事業および工場附帯

サービス事業等を含んでおります。  

     ２．セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去およびセグメント間未実現利益消去であります。 

     ３．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１四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年６月30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：千円） 

  （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、物流事業および工場附帯

サービス事業等を含んでおります。  

     ２．セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去およびセグメント間未実現利益消去であります。 

     ３．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。 

  

（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

（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 

（注）２ 

四半期連結 

損益計算書 

計上額 

（注）３ 

ユニット 

事業  
部品事業 計  

売上高                

外部顧客への売上高   7,851,242 6,863,562 14,714,804 70,150  14,784,955  － 14,784,955

セグメント間の内部 

売上高又は振替高  
 － － － 173,038  173,038  △173,038 －

計   7,851,242  6,863,562  14,714,804  243,189  14,957,993  △173,038  14,784,955

セグメント利益  343,923  51,422  395,345  1,003  396,348  △5,175  391,173

  

  

報告セグメント  
その他 

（注）１
合計   

調整額 

（注）２ 

四半期連結 

損益計算書 

計上額 

（注）３ 

ユニット 

事業  
部品事業 計  

売上高                

外部顧客への売上高   8,626,192  8,464,280 17,090,472 103,246  17,193,718  － 17,193,718

セグメント間の内部 

売上高又は振替高  
 － 907 907 220,455  221,362  △221,362 －

計   8,626,192  8,465,187  17,091,379  323,701  17,415,080  △221,362  17,193,718

セグメント利益又は損失

（△）  
 112,593  △105,313  7,279  476  7,756  1,641  9,397
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所在地別情報  

前連結会計年度（自平成23年４月１日 至平成23年６月30日） 

   

  

当連結会計年度（自平成24年４月１日 至平成24年６月30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々又は地域 

(1)北米………アメリカ 

(2)アジア……インドネシア、タイ 

  

４．補足情報

  
日本 

（千円） 
北米 

（千円） 
アジア 
（千円） 

計 
（千円） 

調整額 
（千円） 

四半期連結 
損益計算書 
計上額  
（千円） 

売上高                                    

外部顧客への売上高  14,316,015  389,459  79,480  14,784,955  －  14,784,955

内部売上高  128,176  －  65,853  194,030  △194,030  －

計  14,444,192  389,459  145,333  14,978,985  △194,030  14,784,955

営業利益または営業損失（△）  391,860  △7,710  4,488  388,638  2,535  391,173

  
日本 

（千円） 
北米 

（千円） 
アジア 
（千円） 

計 
（千円） 

調整額 
（千円） 

四半期連結 
損益計算書 
計上額  
（千円） 

売上高                                    

外部顧客への売上高  16,682,271  446,123  65,323  17,193,718  －  17,193,718

内部売上高  178,963  －  112,464  291,428  △291,428  －

計  16,861,235  446,123  177,787  17,485,146  △291,428  17,193,718

営業利益または営業損失（△）  107,432  759  △102,893  5,299  4,098  9,397
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