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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第1四半期 15,343 △10.8 462 ― 929 ― 1,053 ―
25年3月期第1四半期 17,193 16.3 9 △97.6 61 △86.5 60 △86.5

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 1,477百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 △272百万円 （―％）

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

26年3月期第1四半期 50.40 ―
25年3月期第1四半期 2.90 ―

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1四半期 42,898 18,016 42.0 862.33
25年3月期 40,452 16,756 41.1 795.33
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  18,016百万円 25年3月期  16,616百万円

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 ― 3.00 ― 4.00 7.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 3.00 ― 4.00 7.00

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、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  ：  有   

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) 32,500 △4.2 750 389.3 1,300 ― 1,200 ― 57.44
通期 67,000 4.4 1,400 386.9 1,400 91.0 1,400 236.5 67.01



(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  

(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)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」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
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） 26年3月期1Q 23,396,787 株 25年3月期 23,396,787 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 2,504,454 株 25年3月期 2,504,085 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 20,892,333 株 25年3月期1Q 20,961,501 株
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（１）経営成績に関する説明   

当第１四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環境は、日本国内では、経済政策による円安・

株高の進行や米国経済の回復などに伴い、輸出企業を中心に緩やかな持ち直しの動きがみられました。一方、世界

経済は、欧州の債権問題や中国・新興諸国の経済成長の減速など、依然として不透明な状況で推移いたしました。

自動車業界におきましては、前年のエコカー補助金終了の反動や自動車メーカーの海外生産シフトの進展によ

り、国内生産は減少となりました。 

このような環境の中、当社グループの連結売上高は、153億43百万円で、前年同期に比べ18億50百万円

（10.8％）の減少となりました。 

利益面におきましては、構造改革の実施に伴う合理化効果および為替相場が円安に推移したことにより、営業利

益は４億62百万円（前年同期比４億53百万円の増加）、経常利益は、円安に伴う為替評価益の発生により９億29百

万円（前年同期比８億67百万円の増加）となり、四半期純利益は、連結子会社の株式を追加取得したことによる負

ののれん発生益の計上により10億53百万円（前年同期比９億92百万円の増加）となりました。 

なお、当社グループが取り組んでいる海外拠点の強化につきましては、計画どおり進行中であります。 

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＞ 

新規に受注したＳＵＶ用四輪駆動装置が増加したものの、ピックアップトラック用四輪駆動装置の減少により、

売上高は83億84百万円（前年同期比2.8％減）となりました。セグメント利益につきましては、海外拠点の強化に

伴う先行費用の発生がありましたが、合理化効果および円安効果等により５億６百万円（前年同期比350.2％増）

となりました。 

＜部品事業＞  

新規に受注したＣＶＴ用部品が増加したものの、軽自動車部品の減少により、売上高は69億39百万円（前年同期

比18.0％減）となりました。セグメント利益につきましては、昨年度から引き続き合理化活動の推進を図っており

ますが、海外拠点の強化に伴う先行費用の発生等により70百万円の損失（前年同期は１億５百万円の損失）となり

ました。 

＜その他＞  

セグメント利益につきましては、連結子会社の輸送部門の構造改革の実施により23百万円（前年同期比22百万円

の増加）となりました。 

  

（２）財政状態に関する説明 

 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24億45百万円増加し、428億98百万円となりまし

た。これは主に、現金及び預金が11億54百万円、時価評価により投資有価証券が４億33百万円、有形固定資産が３

億６百万円それぞれ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11億86百万円増加し、248億82百万円となりまし

た。これは主に、支払手形及び買掛金が５億12百万円、賞与引当金が３億69百万円それぞれ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純資産は、前期末に比べ12億59百万円増加し、180億16百万円となりまし

た。これは主に、四半期純利益10億53百万円の計上によります。 

 以上の結果、自己資本比率は42.0％となり、前連結会計年度末と比較して0.9ポイント増加しております。   

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 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、第１四半期連結累計期間の実績および為替

動向等を踏まえ、平成25年５月10日付けで公表いたしました業績予想を修正いたします。 

 なお、詳細につきましては、本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。     

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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。 

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  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
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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25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,957,273 5,111,786

受取手形及び売掛金 9,177,932 9,314,721

製品 1,059,511 1,331,795

仕掛品 2,469,085 2,327,353

原材料及び貯蔵品 2,164,365 2,342,576

繰延税金資産 10,233 10,339

その他 1,307,348 1,460,749

貸倒引当金 △9,149 △8,440

流動資産合計 20,136,600 21,890,882

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 10,906,605 11,238,179

減価償却累計額及び減損損失累計額 △8,073,275 △8,149,464

建物及び構築物（純額） 2,833,329 3,088,714

機械装置及び運搬具 57,926,307 57,816,773

減価償却累計額及び減損損失累計額 △49,469,678 △49,909,596

機械装置及び運搬具（純額） 8,456,628 7,907,177

工具、器具及び備品 4,490,790 4,535,907

減価償却累計額 △4,045,355 △4,093,911

工具、器具及び備品（純額） 445,435 441,995

土地 2,411,949 2,669,338

建設仮勘定 1,049,748 1,396,237

有形固定資産合計 15,197,091 15,503,463

無形固定資産 883,653 880,464

投資その他の資産   

投資有価証券 3,970,559 4,404,372

繰延税金資産 130,891 139,894

その他 134,091 79,524

投資その他の資産合計 4,235,542 4,623,791

固定資産合計 20,316,287 21,007,719

資産合計 40,452,888 42,898,601
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,139,699 7,651,814

短期借入金 2,729,046 2,993,296

未払金 1,866,802 1,534,439

未払費用 1,122,564 1,291,660

未払法人税等 83,299 56,614

賞与引当金 770,314 1,139,928

役員賞与引当金 13,000 18,175

事業構造改善引当金 77,166 75,763

環境対策引当金 28,563 28,563

繰延税金負債 11,271 11,445

その他 91,492 167,081

流動負債合計 13,933,220 14,968,781

固定負債   

長期借入金 5,809,717 5,827,868

繰延税金負債 870,008 1,015,791

退職給付引当金 2,690,535 2,677,075

役員退職慰労引当金 305,880 305,880

資産除去債務 87,020 87,097

固定負債合計 9,763,161 9,913,712

負債合計 23,696,381 24,882,493

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 10,929,312 11,898,697

自己株式 △672,239 △672,239

株主資本合計 15,832,955 16,802,340

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,475,594 1,756,899

為替換算調整勘定 △692,067 △543,132

その他の包括利益累計額合計 783,526 1,213,766

少数株主持分 140,024 －

純資産合計 16,756,507 18,016,107

負債純資産合計 40,452,888 42,898,601
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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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 17,193,718 15,343,033

売上原価 15,544,855 13,464,334

売上総利益 1,648,862 1,878,698

販売費及び一般管理費   

荷造費 76,100 73,805

人件費 731,277 657,699

賃借料 18,094 21,886

減価償却費 83,986 55,567

賞与引当金繰入額 103,707 97,052

役員賞与引当金繰入額 5,225 5,175

退職給付費用 20,212 20,806

その他 600,861 484,250

販売費及び一般管理費合計 1,639,464 1,416,244

営業利益 9,397 462,453

営業外収益   

受取利息 481 115

受取配当金 30,537 26,733

受取賃貸料 9,395 10,842

持分法による投資利益 1,165 2,478

為替差益 49,942 465,392

受取補償金 62 983

その他 15,104 6,328

営業外収益合計 106,689 512,874

営業外費用   

支払利息 34,908 33,390

その他 19,425 12,846

営業外費用合計 54,334 46,236

経常利益 61,752 929,091

特別利益   

国庫補助金 － 23,457

負ののれん発生益 － 136,724

特別利益合計 － 160,181

特別損失   

固定資産除却損 2,810 124

固定資産圧縮損 － 15,906

特別損失合計 2,810 16,031

税金等調整前四半期純利益 58,942 1,073,242

法人税等合計 7,776 20,191

少数株主損益調整前四半期純利益 51,165 1,053,050

少数株主損失（△） △9,710 －

四半期純利益 60,876 1,053,050
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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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 51,165 1,053,050

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △398,604 281,082

為替換算調整勘定 77,261 143,044

持分法適用会社に対する持分相当額 △2,179 222

その他の包括利益合計 △323,522 424,349

四半期包括利益 △272,356 1,477,399

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △262,977 1,483,290

少数株主に係る四半期包括利益 △9,379 △5,890
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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。 

  

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成25年４月１日 至平成25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。  

（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）

  

  

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

  

  

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   8,384,636  6,939,397 15,324,033 18,999  15,343,033  － 15,343,033

セグメント間の内部 

売上高又は振替高  
 － 234,973 234,973 210,786  445,759  △445,759 －

計   8,384,636  7,174,370  15,559,007  229,785  15,788,792  △445,759  15,343,033

セグメント利益又は損失

（△）  
 506,844  △70,187  436,657  23,475  460,132  2,321  462,453
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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 

  （重要な負ののれん発生益） 

当第１四半期連結累計期間において、物流事業において136,724千円の負ののれん発生益を計上しており

ます。これは、富士協同運輸㈱の株式33％を追加取得したことにより発生したものであります。  

   

  

所在地別情報 

前連結会計年度（自平成24年４月１日 至平成24年６月30日） 

    

  

当連結会計年度（自平成25年４月１日 至平成25年６月30日） 

  

（関連情報）

  
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  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

  
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  13,244,388  818,229  1,280,414  15,343,033  －  15,343,033

内部売上高  1,183,727  －  337,223  1,520,950  △1,520,950  －

計  14,428,116  818,229  1,617,638  16,863,983  △1,520,950  15,343,033

営業利益または営業損失（△）  564,124  △10,238  △62,630  491,254  △28,800  462,453
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