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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 48,466 △1.7 1,088 269.0 1,240 586.9 1,219 670.4
25年3月期第3四半期 49,312 △3.9 295 △74.0 180 △84.6 158 △86.4

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 1,845百万円 （―％） 25年3月期第3四半期 △203百万円 （―％）

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3四半期 58.35 ―
25年3月期第3四半期 7.56 ―

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3四半期 42,437 18,345 43.2 877.65
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3四半期 18,335百万円 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 ― 4.00 ―
26年3月期（予想） 4.00 8.00

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 66,000 2.8 1,400 386.9 1,000 36.5 1,000 140.4 47.87



(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 

(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
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 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3Q 2,504,974 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3Q 20,892,122 株 25年3月期3Q 20,920,331 株
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（１）経営成績に関する説明 

 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環境は、日本国内では円安に伴う輸出の持ち直

しや個人消費の伸張などにより緩やかな回復基調が続いております。一方、世界経済は米国の景気拡大や欧州の信

用不安が落ち着きを見せ緩やかな景気回復の動きが見られるものの、中国・新興諸国の経済成長の鈍化、中東諸国

の内戦継続など景気の下振れ懸念があることから、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、当第２四半期までは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が、秋以降は消費税率引上げに伴う駆け込み需要もあり、前年実績に対

して増加いたしました。 

 このような環境の中、当社グループの連結売上高は484億66百万円、前年同期に比べ８億45百万円（1.7％）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10億88百万円（前年同期比７億93百万円の増加）、経常利益は、円安に伴う為替評価益の発生により12億40百

万円（前年同期比10億59百万円の増加）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12億19百万円（前年同期比10億60百万円の増加）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用四輪駆動装置の販売増により、売上高は270億72百万円（前年同期比7.1％増）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10億10百万円（前年同期比50.0％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顧客の内製化により、売上高は213億33百万円（前年同期比

10.5％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95百万円（前年同期は３億89百万円の損失）となりました。 

＜その他＞ 

 セグメント利益につきましては、連結子会社における輸送部門の構造改革実施により81百万円（前年同期比67百

万円の増加）となりました。 

   

（２）財政状態に関する説明 

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前期末に比べ19億84百万円増加し、424億37百万円となりまし

た。これは主に、現金及び預金が８億94百万円、受取手形及び売掛金が３億75百万円、有形固定資産が６億66百万

円、時価評価により投資有価証券が６億32百万円それぞれ増加したことによります。  

 当第３四半期連結会計期間末における負債は、前期末に比べ３億95百万円増加し、240億91百万円となりまし

た。これは主に、支払手形及び買掛金が６億47百万円、未払金が４億９百万円それぞれ増加した一方で、借入金が

11億28百万円減少したことによります。 

 当第３四半期連結会計期間末における純資産は、前期末に比べ15億89百万円増加し、183億45百万円となりまし

た。これは主に、四半期純利益12億19百万円の計上によります。 

 以上の結果、自己資本比率は43.2％となり、前連結会計年度末と比較して2.1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 

 平成26年３月期の通期連結業績予想につきましては、平成25年11月12日公表の業績予想から変更はありませ

ん。   

   

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３四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 3,957,273 4,851,849

受取手形及び売掛金 9,177,932 9,553,431

製品 1,059,511 1,178,080

仕掛品 2,469,085 1,801,758

原材料及び貯蔵品 2,164,365 2,530,191

繰延税金資産 10,233 10,355

その他 1,307,348 1,104,630

貸倒引当金 △9,149 △8,040

流動資産合計 20,136,600 21,022,257

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 10,906,605 11,290,515

減価償却累計額及び減損損失累計額 △8,073,275 △8,273,301

建物及び構築物（純額） 2,833,329 3,017,213

機械装置及び運搬具 57,926,307 58,751,039

減価償却累計額及び減損損失累計額 △49,469,678 △50,585,185

機械装置及び運搬具（純額） 8,456,628 8,165,853

工具、器具及び備品 4,490,790 4,551,705

減価償却累計額 △4,045,355 △4,047,879

工具、器具及び備品（純額） 445,435 503,826

土地 2,411,949 2,662,807

建設仮勘定 1,049,748 1,514,365

有形固定資産合計 15,197,091 15,864,067

無形固定資産 883,653 849,345

投資その他の資産   

投資有価証券 3,970,559 4,603,149

繰延税金資産 130,891 35,705

その他 134,091 62,891

投資その他の資産合計 4,235,542 4,701,747

固定資産合計 20,316,287 21,415,159

資産合計 40,452,888 42,437,417
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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 7,139,699 7,787,644

短期借入金 2,729,046 3,116,566

未払金 1,866,802 2,276,021

未払費用 1,122,564 1,581,344

未払法人税等 83,299 124,886

賞与引当金 770,314 458,184

役員賞与引当金 13,000 13,650

事業構造改善引当金 77,166 57,200

環境対策引当金 28,563 28,563

繰延税金負債 11,271 11,444

その他 91,492 387,568

流動負債合計 13,933,220 15,843,074

固定負債   

長期借入金 5,809,717 4,293,200

繰延税金負債 870,008 1,076,719

退職給付引当金 2,690,535 2,705,494

役員退職慰労引当金 305,880 86,095

資産除去債務 87,020 87,251

固定負債合計 9,763,161 8,248,760

負債合計 23,696,381 24,091,835

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 11,981,100

自己株式 △672,239 △672,556

株主資本合計 15,832,955 16,884,426

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 1,886,412

為替換算調整勘定 △692,067 △435,116

その他の包括利益累計額合計 783,526 1,451,296

少数株主持分 140,024 9,859

純資産合計 16,756,507 18,345,582

負債純資産合計 40,452,888 42,437,417
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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：千円）

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 49,312,509 48,466,862

売上原価 44,470,901 42,862,700

売上総利益 4,841,608 5,604,162

販売費及び一般管理費   

荷造費 253,634 345,034

人件費 2,131,620 2,033,925

賃借料 54,816 61,498

減価償却費 261,864 182,942

賞与引当金繰入額 294,364 294,925

役員賞与引当金繰入額 15,525 13,650

退職給付費用 59,947 62,931

その他 1,474,763 1,520,350

販売費及び一般管理費合計 4,546,536 4,515,258

営業利益 295,072 1,088,903

営業外収益   

受取利息 1,115 1,419

受取配当金 57,177 55,598

為替差益 － 57,236

受取賃貸料 29,165 33,266

受取補償金 272 85,780

持分法による投資利益 1,336 1,825

その他 57,567 54,426

営業外収益合計 146,633 289,554

営業外費用   

支払利息 99,336 88,982

為替差損 111,169 －

外国源泉税 18,328 41,516

その他 32,281 7,561

営業外費用合計 261,115 138,061

経常利益 180,589 1,240,396

特別利益   

固定資産売却益 1,539 3,814

国庫補助金 － 90,017

負ののれん発生益 4,004 136,724

特別利益合計 5,543 230,555

特別損失   

固定資産除却損 15,239 5,558

固定資産圧縮損 － 79,541

事業整理損 5,888 －

その他 － 87

特別損失合計 21,127 85,186

税金等調整前四半期純利益 165,006 1,385,766

法人税等合計 28,965 204,410

少数株主損益調整前四半期純利益 136,040 1,181,355

少数株主損失（△） △22,208 △37,761

四半期純利益 158,249 1,219,117
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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：千円）

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 136,040 1,181,355

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △324,409 410,476

為替換算調整勘定 △12,534 253,514

持分法適用会社に対する持分相当額 △2,181 340

その他の包括利益合計 △339,126 664,332

四半期包括利益 △203,085 1,845,688

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △183,846 1,886,887

少数株主に係る四半期包括利益 △19,238 △41,198
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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 

（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）  

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）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   25,284,314  23,824,246  49,108,561  203,948  49,312,509  － 49,312,509

セグメント間の内部 

売上高又は振替高  
 － 70,852 70,852 789,469  860,322  △860,322 －

計   25,284,314  23,895,099  49,179,413  993,418  50,172,831  △860,322  49,312,509

セグメント利益又は損失

（△）  
 673,500  △389,356  284,144  14,361  298,506  △3,433  295,072

  

  

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   27,072,160  21,333,842  48,406,003  60,859  48,466,862  －  48,466,862

セグメント間の内部 

売上高又は振替高  
 － － － 657,058  657,058  △657,058 －

計   27,072,160  21,333,842  48,406,003  717,917  49,123,921  △657,058  48,466,862

セグメント利益又は損失

（△）  
 1,010,281  95,728  1,106,010  81,381  1,187,391  △98,488  1,088,903
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     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 

  （重要な負ののれん発生益） 

当第３四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12月31日） 

    

  

当連結会計年度（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々又は地域 

(1)北米………アメリカ 

(2)アジア……インドネシア、タイ 

  

（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  47,803,279  1,343,017  166,211  49,312,509  －  49,312,509

内部売上高  1,165,862  －  440,636  1,606,498  △1,606,498  －

計  48,969,142  1,343,017  606,848  50,919,008  △1,606,498  49,312,509

営業利益または営業損失（△）  859,761  △96,430  △466,156  297,173  △2,101  295,072

  
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  41,449,006  2,932,003  4,085,852  48,466,862  －  48,466,862

内部売上高  3,279,575  －  1,228,966  4,508,542  △4,508,542  －

計  44,728,582  2,932,003  5,314,818  52,975,404  △4,508,542  48,466,862

営業利益または営業損失（△）  1,472,056  △360,827  36,084  1,147,313  △58,410  1,088,903
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