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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 4,757 △9.5 △14 ― △48 ― △26 ―

23年3月期第1四半期 5,259 54.0 434 ― 394 ― 264 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 223百万円 （△52.0％） 23年3月期第1四半期 466百万円 （―％）

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 △1.24 ―

23年3月期第1四半期 12.15 ―

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 18,591 7,378 39.7 339.14
23年3月期 18,759 7,317 39.0 336.35

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  7,378百万円 23年3月期  7,317百万円

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 ― 0.00 ― 7.50 7.50

24年3月期 ―

24年3月期（予想） 0.00 ― 5.00 5.00

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) 9,800 △11.4 200 △81.0 150 △84.1 90 △70.9 4.14
通期 20,800 △3.1 900 △39.3 750 △43.7 450 △46.9 20.68



(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、四半期財務諸表に対す
る四半期レビュー手続きを実施中です。 

※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予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在
における仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって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 21,758,000 株 23年3月期 21,758,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 2,739 株 23年3月期 2,739 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 21,755,261 株 23年3月期1Q 21,755,586 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わが国経済は、期初においては東日本大震災の影響によるサプライチェー

ンの混乱及び計画停電等により、生産活動は急激に低下しておりましたが、自動車の生産が持ち直し始めるな

ど、徐々に回復傾向となりました。ただし、震災前の生産活動と比較して、いまだ完全な回復には至っておら

ず、円高や資源価格の高止まりなど厳しい状況となりました。先行きについては、電力供給不足による経済への

影響、円高や資源価格の高止まりなど不透明な面もありますが、経済活動は徐々に回復へ向うものと予想されま

す。 

  海外経済につきましては、中国・インドでは成長を継続しておりますが物価上昇など懸念材料も存在し、米国

では個人消費の伸びが低下するなど緩やかな回復となっており、欧州では景気は総じて持ち直しているものの、

国ごとに回復の度合いがまちまちとなるなど二極化傾向が見受けられました。先行きについては、EU加盟国及び

米国における財政問題や新興国の成長率の鈍化及び資源価格のさらなる上昇等による世界景気への影響など依然

下押しするリスクが存在しております。 

  当社グループの属する自動車業界におきましては、東日本大震災の影響により国内生産台数は大幅な減少とな

り、アジア新興国市場では拡大が継続し、北米市場をはじめとする先進国市場では回復基調となっておりま

す。   

  このような状況のもと、国内においてはお客様へ滞りなく製品を供給するための対応に全力で取り組み、ま

た、引き続き成長著しいアジア市場並びに日・米・欧成熟市場での拡販活動を進めてまいりました。 

  この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高（海外子会社平成23年１～３月、当社及び国内子会社平成23年

４～６月）は国内で売上が大きく減少したことにより47億57百万円(前年同四半期比9.5％減)となり、利益面につ

きましては、売上高の減少等により、営業損失は14百万円（前年同四半期は営業利益4億34百万円）、経常損失は

48百万円（前年同四半期は経常利益3億94百万円）、四半期純損失は26百万円（前年同四半期は四半期純利益2億

64百万円）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。 

なお、セグメントの売上については外部顧客に対する売上高とセグメント間の内部売上高を記載しております。

①日本 

 自動車メーカーの生産台数の減少が影響し、外部売上高は16億65百万円（同31.4％減）、セグメント間の内部売

上高は1億60百万円（同27.6％減）、営業損失は2億30百万円（前年同四半期は営業利益1億83百万円）となりまし

た。 

②アジア地域 

 為替レートの影響はありましたが、中国市場の拡大及びアジア市場での拡販活動等により、外部売上高は9億24

百万円（同15.7％増）、セグメント間の内部売上高は18億38百万円（同12.0％増）、営業利益は原材料価格の高騰

及び労務経費の上昇等により45百万円（同76.3％減）となりました。 

③北中米地域 

 米国及びメキシコの市場回復傾向及び拡販活動を進め現地通貨単位では売上が増加しましたが、為替レートの影

響により外部売上高は17億54百万円（同0.6％減）、セグメント間の内部売上高は9百万円（同18.7％減）、営業利

益は現地通貨単位で売上の増加及び原価率の改善により1億10百万円（同51.8％増）となりました。 

④欧州地域 

 欧州の市場回復傾向及び拡販活動により、外部売上高は4億13百万円（同54.8％増）、セグメント間の内部売上

高は4百万円（同22.0％減）、営業利益は8百万円（同16.1％増）となりました。 

１．当四半期決算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 

  当社グループは財務体質の改善目標として経常利益率など収益性の改善ももちろんのことでありますが、当社グ

ループの課題である経営の安全性を高めるため、有利子負債の削減、たな卸資産の圧縮、自己資本の充実等に努め

てまいりました。この結果、次のとおりの財政状態となりました。 

  

（流動資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、139億41百万円（前連結会計年度末141億3百万円）と

なり、1億61百万円減少いたしました。 

 主に「仕掛品」が1億32百万円、「受取手形及び売掛金」が97百万円増加し、「現金及び預金」が3億43百万円、

「原材料及び貯蔵品」が93百万円減少いたしました。 

(固定資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、46億49百万円（前連結会計年度末46億55百万円）とな

り、6百万円減少いたしました。 

 主に「投資その他の資産」が9百万円増加し、「無形固定資産」が8百万円、「有形固定資産」が6百万円減少い

たしました。 

（流動負債） 

 当第１四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、98億53百万円（前連結会計年度末100億72百万円）と

なり、2億18百万円減少いたしました。 

 主に「賞与引当金」が1億21百万円増加し、「その他」に含まれる「未払法人税等」が2億76百万円、「短期借入

金」が76百万円減少いたしました。 

（固定負債） 

 当第１四半期連結会計期間末における固定負債の残高は、13億59百万円（前連結会計年度末13億69百万円）とな

り、10百万円減少いたしました。 

 主に「その他」に含まれる「長期未払金」が5百万円及び「リース債務」が3百万円減少いたしました。 

（純資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産の残高は、73億78百万円（前連結会計年度末73億17百万円）とな

り、60百万円増加いたしました。 

 主に「利益剰余金」が1億90百万円減少し、「為替換算調整勘定」が2億52百万円増加いたしました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年６月22日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

  

（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 

該当事項はありません。 

  

（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（その他）に関する事項



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 4,925,475 4,582,372

受取手形及び売掛金 3,497,677 3,595,033

商品及び製品 2,782,727 2,831,289

仕掛品 322,472 455,341

原材料及び貯蔵品 1,615,158 1,521,378

その他 973,595 970,722

貸倒引当金 △13,681 △14,395

流動資産合計 14,103,425 13,941,742

固定資産   

有形固定資産 3,186,400 3,180,217

無形固定資産 356,668 347,713

投資その他の資産   

その他 1,117,219 1,124,240

貸倒引当金 △4,405 △2,405

投資その他の資産合計 1,112,814 1,121,835

固定資産合計 4,655,883 4,649,766

資産合計 18,759,308 18,591,509

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,950,561 1,948,680

短期借入金 3,642,635 3,565,703

1年内返済予定の長期借入金 3,000,000 3,000,000

賞与引当金 236,271 357,430

役員賞与引当金 31,125 7,400

その他 1,211,428 974,727

流動負債合計 10,072,021 9,853,940

固定負債   

退職給付引当金 606,803 604,667

その他 763,083 754,754

固定負債合計 1,369,886 1,359,422

負債合計 11,441,907 11,213,362



（単位：千円）

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,019,181 2,019,181

資本剰余金 1,859,981 1,859,981

利益剰余金 5,614,503 5,424,443

自己株式 △1,233 △1,233

株主資本合計 9,492,433 9,302,373

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △3,363 △4,950

為替換算調整勘定 △2,171,669 △1,919,276

その他の包括利益累計額合計 △2,175,032 △1,924,226

純資産合計 7,317,400 7,378,146

負債純資産合計 18,759,308 18,591,509



（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 5,259,343 4,757,989

売上原価 3,650,793 3,526,481

売上総利益 1,608,550 1,231,507

販売費及び一般管理費 1,173,554 1,245,600

営業利益又は営業損失（△） 434,996 △14,092

営業外収益   

作業くず売却益 3,744 3,437

その他 19,704 13,006

営業外収益合計 23,449 16,443

営業外費用   

支払利息 27,276 25,312

為替差損 33,096 23,854

その他 3,475 1,451

営業外費用合計 63,848 50,617

経常利益又は経常損失（△） 394,596 △48,266

特別利益   

固定資産売却益 － 786

貸倒引当金戻入額 29 －

特別利益合計 29 786

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 6,809 －

本社移転費用 － 31,944

その他 1,430 1,684

特別損失合計 8,240 33,628

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

386,385 △81,108

法人税、住民税及び事業税 86,611 49,983

法人税等調整額 35,504 △104,196

法人税等合計 122,115 △54,212

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

264,270 △26,895

少数株主利益 － －

四半期純利益又は四半期純損失（△） 264,270 △26,895



（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又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

264,270 △26,895

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △10,532 △1,586

為替換算調整勘定 212,707 252,392

その他の包括利益合計 202,174 250,805

四半期包括利益 466,444 223,910

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 466,444 223,910

少数株主に係る四半期包括利益 － －



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22年４月１日 至平成22年６月30日） 

報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報 

（単位：千円）

（注）１．セグメント利益の調整額△18,697千円は、セグメント間取引消去であります。 

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調整を行っております。 

  

Ⅱ 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） 

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．セグメント利益又は損失（△）の調整額52,036千円は、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損失（△）と調整を行っております。 

該当事項はありません。  

  （会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）  

当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び

誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

 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）セグメント情報等

  報告セグメント
調整額 

（注）１ 

四半期連結
損益計算書 
計上額 

（注）２    日本 アジア 北中米 欧州 計

売上高               

外部顧客に対する売

上高 
 2,428,025 798,897 1,765,551 266,868  5,259,343  － 5,259,343

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 221,368 1,641,907 11,553 5,933  1,880,763  △1,880,763 －

計  2,649,394 2,440,805 1,777,105 272,801  7,140,107  △1,880,763 5,259,343

セグメント利益  183,731 189,716 72,652 7,592  453,693  △18,697 434,996

  報告セグメント
調整額 

（注）１ 

四半期連結
損益計算書 
計上額 

（注）２    日本 アジア 北中米 欧州 計

売上高               

外部顧客に対する売

上高 
 1,665,416 924,573 1,754,886 413,111  4,757,989  － 4,757,989

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 160,332 1,838,430 9,390 4,626  2,012,779  △2,012,779 －

計  1,825,748 2,763,004 1,764,277 417,738  6,770,768  △2,012,779 4,757,989

セグメント利益又は損

失（△） 
 △230,218 45,021 110,255 8,813  △66,128  52,036 △14,092

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）追加情報

（７）重要な後発事象
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