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

24年3月期第1四半期 38,308 △30.6 350 △90.2 1,048 △74.8 575 △75.8
23年3月期第1四半期 55,169 59.6 3,567 ― 4,164 ― 2,376 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 1,068百万円 （△39.0％） 23年3月期第1四半期 1,751百万円 （―％）

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1四半期 17.53 ―
23年3月期第1四半期 74.41 ―

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

24年3月期第1四半期 97,509 54,749 51.7 1,536.18
23年3月期 100,109 54,142 50.1 1,526.53
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  50,448百万円 23年3月期  50,131百万円

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 ― 6.00 ― 6.00 12.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 6.00 ― 6.00 12.00

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、通期は対前期、第２四半期(累計)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) 85,000 △24.4 1,200 △81.9 2,300 △70.7 1,100 △77.0 33.50
通期 202,000 △7.7 8,500 △26.3 10,600 △21.8 6,500 △25.5 197.93



(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
四半期レビュー手続きは終了していません。 

※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。 

4.  その他

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） 24年3月期1Q 35,022,846 株 23年3月期 35,022,846 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 2,182,317 株 23年3月期 2,182,317 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 32,840,529 株 23年3月期1Q 31,944,763 株
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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 

当第１四半期連結累計期間の経済環境は、国内では東日本大震災の影響により、企業の生産活動が低下

し雇用環境が悪化するなど、先行き不透明な状況で推移しました。海外におきましては、欧州での財政不

安の深刻化と米国経済の停滞など依然として景気下振れリスクを抱えておりますが、中国やインドでは景

気は拡大し、その他の新興国においても回復基調にあったことから、全体としては、緩やかな回復に向か

いました。 

当社グループが関連する自動車業界におきましては、震災影響によりサプライチェーンが寸断され、

生産休止や生産調整を強いられましたが、供給体制の順調な立て直しにより６月にはほぼ生産は回復し

ました。しかしながら、為替市場における円高の長期化と原油価格の高止まり、電力供給の制約など依然

として予断を許さない状況が続いております。 

このような経営環境の中、当第１四半期連結累計期間の業績につきましては、震災影響による得意先自

動車メーカー各社での減産の影響を受け、売上高は383億8百万円と前年同四半期に比べ168億6千1百万円

（30.6％）の減収となりました。その結果、営業利益は3億5千万円（前年同四半期比90.2％減）、経常利益

は10億4千8百万円（前年同四半期比74.8％減）、四半期純利益は5億7千5百万円（前年同四半期比75.8％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。 

①日  本 

得意先自動車メーカー各社での減産の影響を受け、売上高は163億7千9百万円（前年同四半期比

44.1％減）、営業損失8億2千4百万円（前年同四半期は営業利益17億5千1百万円）となりました。 

 

②米  国 

得意先自動車メーカーでの減産の影響を受け、売上高は66億7千9百万円（前年同四半期比40.6％減）、

営業利益は2億9千7百万円（前年同四半期比62.8％減）となりました。 

 

③カ ナ ダ 

得意先自動車メーカーでの減産の影響を受け、売上高は20億2千2百万円（前年同四半期比43.4％減）、

営業利益は7千7百万円（前年同四半期比65.6％減）となりました。 

 

④メキシコ 

売上高は63億6千8百万円（前年同四半期比 6.7％増）となりましたが、新規車種の生産立ち上げ

費用負担などにより、営業利益は1億4千4百万円（前年同四半期比51.6％減）となりました。 

 

⑤フランス 

部品販売の増加により、売上高は4億9千万円（前年同四半期比174.5％増）となりましたが、為替

変動の影響等により、営業損失2千2百万円（前年同四半期の営業損失 7百万円）となりました。 

 

⑥中  国 

引き続き堅調な中国の自動車需要により、売上高は63億6千6百万円（前年同四半期比29.7％増）、

営業利益は6億8千4百万円（前年同四半期比30.9％増）となりました。 
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 （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の資産合計は、975億9百万円と前連結会計年度末に比べ25億9千9百万円減

少しております。これは主に、投資有価証券が6億1千5百万円増加したものの、現金及び預金が26億2千2百

万円減少したことによるものであります。 

負債合計は、支払手形及び買掛金が25億5千1百万円減少したこと等により前連結会計年度末に比べ32億7

百万円減少し427億5千9百万円となりました。 

純資産合計は、547億4千9百万円と前連結会計年度末に比べ6億7百万円増加しました。これは主に、四半

期純利益の計上により株主資本が2億9千8百万円増加したことに加えて、少数株主持分が2億9千万円増加し

たことによるものであります。 

 

 

 （３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成24年３月期第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては、平成23年７月28日公表の

「業績予想に関するお知らせ」から変更はありません。 

  

 

 

２．サマリー情報（その他）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 

該当事項はありません。 
 
 

 （２）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。 
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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23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 27,115 24,492

受取手形及び売掛金 24,898 24,147

有価証券 287 222

商品及び製品 1,776 1,580

仕掛品 372 347

原材料及び貯蔵品 4,695 4,366

その他 3,165 3,313

流動資産合計 62,311 58,470

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 8,384 8,230

機械装置及び運搬具（純額） 5,361 5,144

その他（純額） 6,546 7,437

有形固定資産合計 20,291 20,813

無形固定資産 474 431

投資その他の資産   

投資有価証券 14,306 14,922

その他 2,734 2,880

貸倒引当金 △9 △9

投資その他の資産合計 17,032 17,794

固定資産合計 37,798 39,039

資産合計 100,109 97,509
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 27,973 25,421

短期借入金 541 510

未払法人税等 1,681 273

その他 7,169 7,982

流動負債合計 37,365 34,187

固定負債   

長期借入金 3,249 3,201

退職給付引当金 2,008 2,035

役員退職慰労引当金 18 7

負ののれん 1 0

その他 3,324 3,326

固定負債合計 8,601 8,572

負債合計 45,967 42,759

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,145 8,145

資本剰余金 7,836 7,836

利益剰余金 39,760 40,058

自己株式 △1,960 △1,960

株主資本合計 53,782 54,081

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,272 1,459

為替換算調整勘定 △4,923 △5,091

その他の包括利益累計額合計 △3,650 △3,632

少数株主持分 4,010 4,301

純資産合計 54,142 54,749

負債純資産合計 100,109 97,509
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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：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第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) 

売上高 55,169 38,308

売上原価 48,865 35,556

売上総利益 6,304 2,751

販売費及び一般管理費   

従業員給料及び手当 580 589

発送運賃 551 381

その他 1,604 1,428

販売費及び一般管理費合計 2,736 2,400

営業利益 3,567 350

営業外収益   

受取利息 35 30

受取配当金 45 55

負ののれん償却額 0 0

持分法による投資利益 637 607

雑収入 28 37

営業外収益合計 747 732

営業外費用   

支払利息 51 32

為替差損 97 －

雑支出 1 2

営業外費用合計 149 35

経常利益 4,164 1,048

特別利益   

固定資産売却益 16 2

貸倒引当金戻入額 3 －

特別利益合計 19 2

特別損失   

固定資産処分損 84 11

投資有価証券評価損 174 －

子会社清算損 4 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 44 －

特別損失合計 307 11

税金等調整前四半期純利益 3,876 1,038

法人税、住民税及び事業税 964 309

法人税等調整額 △2 △277

法人税等合計 961 31

少数株主損益調整前四半期純利益 2,915 1,007

少数株主利益 538 431

四半期純利益 2,376 575
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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：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,915 1,007

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △404 186

為替換算調整勘定 △647 △222

持分法適用会社に対する持分相当額 △111 96

その他の包括利益合計 △1,163 60

四半期包括利益 1,751 1,068

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,203 594

少数株主に係る四半期包括利益 548 474
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 （３）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

 （４）セグメント情報 

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 

前第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日  至 平成22年６月30日） 

（単位：百万円）

報 告 セ グ メ ン ト  

 日 本 米 国 カナダ メキシコ フランス 中 国 計 

調整額 
(注)１ 

四半期連結
損益計算書
計上額(注)２

売 上 高      

 外 部 顧 客 
への売上高 

29,301 11,240 3,570 5,970 178 4,907 55,169 - 55,169

 
 
セグメント間 
の内部売上高 
又は振替高 

1,117 140 - 240 - 900 2,398 △2,398 -

計 30,419 11,380 3,570 6,210 178 5,807 57,568 △2,398 55,169

セグメント利益 
又は損失(△) 

1,751 798 225 297 △7 523 3,588 △21 3,567

（注）１ セグメント利益又は損失(△)の調整額は、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。 

 

当第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） 

（単位：百万円）

報 告 セ グ メ ン ト  

 日 本 米 国 カナダ メキシコ フランス 中 国 計 

調整額 
(注)１ 

四半期連結
損益計算書
計上額(注)２

売 上 高      

 外 部 顧 客 
への売上高 

16,379 6,679 2,022 6,368 490 6,366 38,308 - 38,308

 
 
セグメント間 
の内部売上高 
又は振替高 

1,141 104 - 101 0 484 1,832 △1,832 -

計 17,521 6,784 2,022 6,469 490 6,850 40,140 △1,832 38,308

セグメント利益 
又は損失(△) 

△824 297 77 144 △22 684 356 △6 350

（注）１ セグメント利益又は損失(△)の調整額は、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。 

 
 
 

 （５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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