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

24年3月期第3四半期 15,803 △3.0 808 △42.8 718 △45.1 484 △27.4

23年3月期第3四半期 16,283 28.0 1,414 ― 1,308 ― 667 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 284百万円 （△22.1％） 23年3月期第3四半期 365百万円 （―％）

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3四半期 22.27 ―

23年3月期第3四半期 30.66 ―

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3四半期 18,560 7,438 40.1 341.95
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3四半期  7,438百万円 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 ― 0.00 ―

24年3月期（予想） 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、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 20,800 △3.1 900 △39.3 750 △43.7 450 △46.9 20.69

J2206
新規スタンプ



(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3Q 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3Q 3,933 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3Q 21,754,945 株 23年3月期3Q 21,755,419 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、期初において東日本大震災の影響により急激に低下していた

生産活動が徐々に持ち直してまいりましたが、昨年10月に起こったタイの洪水による影響、足元での円高や欧州債

務問題の影響により依然厳しい状況で推移いたしました。  

 海外経済につきましては、米国では緩やかながらも回復傾向となり、中国では内需を中心に成長が継続しました

が、欧州諸国では債務問題により金融市場が動揺し、世界各国経済に大きな影響を及ぼしております。  

 先行きについても欧州債務問題の影響により国内を含め世界各国経済は非常に不安定な状況と予想され、景気の

後退局面も否定できません。 

 当社グループの属する自動車業界におきましては、東日本大震災やタイの洪水の影響により大幅な減少となって

いた国内生産台数が徐々に回復し、米欧市場でも回復傾向となっております。一方、アジア新興国市場では拡大が

継続していますが伸び率は鈍化しつつあります。 

 先行きにつきましては、欧州債務問題の影響による世界の自動車生産台数の減少の可能性も否定できません。 

 このような状況のもと、国内では期初においてお客様へ滞りなく製品を供給するための対応や自動車生産の回復

に対応した製品の安定供給に取り組んでまいりました。また、引き続きアジア新興国市場並びに日・米・欧成熟市

場での拡販活動を自動車用アンテナ及び附帯機器を中心に進めてまいりました。 

 なお、平成23年11月21日付で本社機能の一層の向上を目的として、本社を移転し、オフィス環境の整備等による

業務効率向上及び交通アクセスの利便性向上を図りました。また、当社グループを取り巻く環境及び事業戦略を見

据えた中、日本アンテナ株式会社の自動車用アンテナ事業及び同社の海外販売拠点（米国、英国）並びに生産拠点

（上海、フィリピン）等を譲り受けることにより、当社グループの企業価値向上に繋がると判断し、平成23年12月

９日に事業譲受けに関する基本合意書を締結いたしました。 終的な事業譲受けの契約は本年２月中の予定として

おり、事業譲受け期日は本年４月１日を予定としております。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高（海外子会社平成23年１～９月、当社及び国内子会社平成23年４

～12月）は東日本大震災の影響により上期において国内で売上が減少したこと等により158億3百万円(前年同四半

期比3.0％減)となり、営業利益は8億8百万円(同42.8％減)、経常利益は7億18百万円(同45.1％減)、四半期純利益

は4億84百万円(同27.4％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。 

 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 

期初の自動車メーカーの生産台数減少が影響し、外部売上高は68億39百万円(同8.0％減)、セグメント間の内

部売上高は5億2百万円(同22.3％減)、営業利益は2億47百万円(同56.9％減)となりました。 

②アジア 

為替レートの影響はありましたが、中国市場及びアジア市場での拡販活動等により、外部売上高は27億77百万

円(同11.7％増)、セグメント間の内部売上高は51億4百万円(同7.2％減)、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1億70百万円(同69.3％減)となりました。 

③北中米 

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49億86百万円(同8.9％減)、セグメント間の内部売上高は30百万円(同13.3％減)、営業

利益は2億52百万円(同14.2％減)となりました。 

④欧州 

為替レートの影響はありましたが、欧州の市場回復傾向及び拡販活動により、外部売上高は11億99百万円(同

35.3％増)、セグメント間の内部売上高は20百万円(同0.6％増)、営業利益は59百万円（前年同四半期は0百万

円）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３四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、139億43百万円（前連結会計年度末141億3百万円）と

なり、1億59百万円減少いたしました。 

 主に「受取手形及び売掛金」が8億91百万円増加し、「現金及び預金」が8億14百万円、「商品及び製品」が2億

46百万円減少いたしました。  

（固定資産） 

 当第３四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、46億17百万円（前連結会計年度末46億55百万円）とな

り、38百万円減少いたしました。 

 主に「無形固定資産」が39百万円減少いたしました。  

（流動負債） 

 当第３四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、77億2百万円（前連結会計年度末100億72百万円）とな

り、23億69百万円減少いたしました。 

 主に「短期借入金」が9億76百万円増加し、「1年内返済予定の長期借入金」が30億円、「その他」に含まれる

「未払法人税等」が3億7百万円減少いたしました。  

（固定負債） 

 当第３四半期連結会計期間末における固定負債の残高は、34億19百万円（前連結会計年度末13億69百万円）とな

り、20億49百万円増加いたしました。 

 主に「長期借入金」が20億円増加いたしました。  

（純資産）  

  当第３四半期連結会計期間末における純資産の残高は、74億38百万円（前連結会計年度末73億17百万円）とな

り、1億21百万円増加いたしました。 

 主に「為替換算調整勘定」が1億90百万円減少し、「利益剰余金」が3億21百万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24年３月期通期連結業績予想につきましては、平成23年６月22日に公表いたしました業績予想に変更はござ

いません。 

  

（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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,925,475 4,111,297

受取手形及び売掛金 3,497,677 4,388,963

商品及び製品 2,782,727 2,536,012

仕掛品 322,472 511,563

原材料及び貯蔵品 1,615,158 1,457,045

その他 973,595 950,601

貸倒引当金 △13,681 △11,892

流動資産合計 14,103,425 13,943,592

固定資産   

有形固定資産 3,186,400 3,195,583

無形固定資産 356,668 317,565

投資その他の資産   

その他 1,117,219 1,106,352

貸倒引当金 △4,405 △2,405

投資その他の資産合計 1,112,814 1,103,947

固定資産合計 4,655,883 4,617,096

資産合計 18,759,308 18,560,688

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,950,561 1,926,174

短期借入金 3,642,635 4,619,336

1年内返済予定の長期借入金 3,000,000 －

賞与引当金 236,271 152,445

役員賞与引当金 31,125 22,200

その他 1,211,428 982,748

流動負債合計 10,072,021 7,702,904

固定負債   

長期借入金 － 2,000,000

退職給付引当金 606,803 619,136

その他 763,083 799,877

固定負債合計 1,369,886 3,419,014

負債合計 11,441,907 11,121,918



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31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 5,935,865

自己株式 △1,233 △1,398

株主資本合計 9,492,433 9,813,630

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 △12,875

為替換算調整勘定 △2,171,669 △2,361,984

その他の包括利益累計額合計 △2,175,032 △2,374,860

純資産合計 7,317,400 7,438,769

負債純資産合計 18,759,308 18,560,688



（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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 16,283,782 15,803,230

売上原価 11,254,530 11,342,092

売上総利益 5,029,252 4,461,137

販売費及び一般管理費 3,615,006 3,652,186

営業利益 1,414,245 808,951

営業外収益   

作業くず売却益 11,832 11,343

保険転換益 14,911 －

その他 39,119 35,810

営業外収益合計 65,863 47,153

営業外費用   

支払利息 80,107 68,712

為替差損 82,712 60,736

その他 9,128 8,014

営業外費用合計 171,947 137,463

経常利益 1,308,161 718,641

特別利益   

固定資産売却益 168 72,136

貸倒引当金戻入額 1,586 －

特別利益合計 1,754 72,136

特別損失   

保険解約損 － 31,986

本社移転費用 － 31,944

事業構造改善費用 324,402 －

その他 18,118 15,908

特別損失合計 342,520 79,839

税金等調整前四半期純利益 967,395 710,938

法人税、住民税及び事業税 405,666 125,392

法人税等調整額 △105,379 101,018

法人税等合計 300,286 226,411

少数株主損益調整前四半期純利益 667,108 484,526

少数株主利益 － －

四半期純利益 667,108 484,526



（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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 667,108 484,526

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △43,272 △9,512

為替換算調整勘定 △258,240 △190,315

その他の包括利益合計 △301,513 △199,828

四半期包括利益 365,595 284,698

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 365,595 284,698

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３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31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．セグメント利益の調整額△10,262千円は、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３四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年12月31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．セグメント利益の調整額78,651千円は、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。 

  

 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 
 7,438,271 2,486,667 5,472,750 886,092  16,283,782  － 16,283,782

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 647,057 5,502,141 34,937 20,520  6,204,658  △6,204,658 －

計  8,085,329 7,988,809 5,507,688 906,613  22,488,440  △6,204,658 16,283,782

セグメント利益  574,066 555,797 293,796 848  1,424,508  △10,262 1,414,245

  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 
 6,839,940 2,777,472 4,986,697 1,199,119  15,803,230  － 15,803,230

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 502,670 5,104,136 30,294 20,637  5,657,738  △5,657,738 －

計  7,342,610 7,881,609 5,016,992 1,219,757  21,460,969  △5,657,738 15,803,230

セグメント利益  247,570 170,772 252,002 59,954  730,299  78,651 808,951

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



   

（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） 

 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。 

（法人税率の変更等による影響） 

 「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法律

第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」

（平成23年法律第117号）が平成23年12月２日に公布され、平成24年４月１日以後に開始する連結会計年度から法

人税率の引下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金

負債の計算に使用する法定実効税率は従来の40.7％から、平成24年４月１日に開始する連結会計年度から平成26年

４月１日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については38.0％に、平成27年４月１日に開始する

連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については35.6％となります。この税率変更により、繰延税金資産

の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は67,719千円減少し、法人税等調整額は67,698千円増加しておりま

す。 

  

 当社は、平成23年12月９日開催の取締役会において、日本アンテナ株式会社（以下、「日本アンテナ」）の自動

車用アンテナ事業を譲り受けることについて、同社と基本合意書を締結することを決議し、同日付で同社と基本合

意書を締結いたしました。その主な内容は、以下のとおりであります。 

  

１．事業譲受けの理由 

当社グループを取り巻く環境及び事業戦略を見据えた中、日本アンテナの自動車用アンテナ事業並びに同社の海

外販売拠点（米国、英国）、研究開発設備を有する上海の生産拠点とフィリピンの生産拠点等を譲り受けることに

より当社グループの企業価値向上に繋がると判断いたしました。 

  

２．事業譲受けの内容 

（１）譲受け事業の内容 

   日本アンテナ及び同社の海外子会社の自動車用アンテナ事業  

（２）譲受け事業の経営成績  

（注１）上記の売上高は日本アンテナの自動車用アンテナ事業部門の連結売上高であり、未監査の財務数値

であります。 

（注２）日本アンテナグループの一事業部門を譲り受けるものであり、営業費用の正確な切り分けは困難で

あるため、売上高のみ記載しております。  

（３）譲受け資産、負債の項目 

譲受け資産には、日本アンテナが保有する日本アンテナの海外子会社５社の株式全部が含まれます。 

その他の譲受け資産、負債については、両社協議のうえ 終的に決定する予定であり、現時点においては未

定であります。   

（４）譲受け価額及び決済方法 

両社協議のうえ 終的に決定する予定であり、現時点においては未定であります。  

（５）日程 

  

 該当事項はありません。   

   

（６）追加情報

（７）経営上の重要な契約等

  平成22年３月期  平成23年３月期  

売 上 高 6,819百万円 6,006百万円 

基 本 合 意 書 締 結  平成23年12月９日 

事業譲受けの 終契約締結  平成24年２月（予定） 

事 業 譲 受 け 期 日  平成24年４月１日（予定） 

（８）重要な後発事象
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