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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第1四半期 4,906 58.1 128 208.9 171 240.0 115 ―
24年3月期第1四半期 3,103 △25.5 41 1.4 50 ― △217 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 57百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △186百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 8.64 ―
24年3月期第1四半期 △14.67 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 19,790 8,303 42.0
24年3月期 19,947 8,299 41.6
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  8,303百万円 24年3月期  8,299百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 4.00 4.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 3.00 ― 3.00 6.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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  ：  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) 9,100 15.1 190 △16.5 160 △7.2 90 ― 6.72
通期 18,800 3.3 640 1.5 600 4.0 450 ― 33.58



(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、四半期連結財務諸表に対
する四半期レビュー手続を実施中です。 

※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。 
 なお、業績予想に関する事項は、四半期決算短信（添付資料）3ページ「(3)連結業績予想に関する定性的情報」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   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 17,514,297 株 24年3月期 17,514,297 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 4,113,258 株 24年3月期 4,112,940 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 13,401,171 株 24年3月期1Q 14,830,913 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におけるわが国経済は、復興需要等を背景として企業の生産活動や
個人消費に持ち直しの傾向が見られたものの、欧州債務問題の深刻化や新興国経済の減速、円高
の長期化など、景気の下押しリスクが懸念されております。 
当社グループが属する自動車業界におきましては、米国での需要に回復の傾向がみられ、中国

を中心とするアジア地域の需要も堅調に推移しました。国内でもエコカー購入支援策などにより
自動車販売は好調に推移しました。 
このような状況の中、当第１四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は4,906百万

円（前年同四半期比58.1％増）、営業利益は128百万円（前年同四半期比208.9％増）、経常利益
は171百万円（前年同四半期比240.0％増）、四半期純利益は115百万円（前年同四半期は217百万
円の四半期純損失）となりました。 

 

セグメントごとの業績は次のとおりであります。 
① 自動車部品 
売上高は4,718百万円（前年同四半期比58.1％増）、セグメント利益は115百万円（前年同四

半期比83.6％増）となりました。 
② 住宅 
売上高は179百万円（前年同四半期比78.4％増）、セグメント利益は14百万円（前年同四半

期のセグメント損失は15百万円）となりました。 
③ その他 
売上高は9百万円（前年同四半期比50.2％減）、セグメント損失は0百万円（前年同四半期の

セグメント損失は5百万円）となりました。 

 

(2)  連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 
当第１四半期連結会計期間末における総資産は19,790百万円（前連結会計年度末比157百万円

減）となりました。 
このうち流動資産は、10,187百万円（前連結会計年度末比280百万円減）となりました。これ

は主に現金及び預金が105百万円増加した一方、受取手形及び売掛金が230百万円、原材料が115
百万円それぞれ減少したこと等によるものです。 
固定資産は、9,554百万円（前連結会計年度末比122百万円増）となりました。これは主に投資

有価証券が154百万円減少した一方、建物及び構築物が203百万円、繰延税金資産が46百万円それ
ぞれ増加したこと等によるものです。 
 
(負債) 
当第１四半期連結会計期間末における負債は11,487百万円（前連結会計年度末比161百万円

減）となりました。 
このうち流動負債は8,590百万円（前連結会計年度末比49百万円減）となりました。これは主

に未払金が149百万円増加した一方、支払手形及び買掛金が133百万円、賞与引当金が94百万円そ
れぞれ減少したこと等によるものです。 
固定負債は、2,896百万円（前連結会計年度末比112百万円減）となりました。これは主に長期

未払金が112百万円減少したこと等によるものです。 
 

（純資産） 
当第１四半期連結会計期間末における純資産は8,303百万円（前連結会計年度末比4百万円

増）となりました。これは主にその他有価証券評価差額金が102百万円減少した一方、利益剰余
金が62百万円、為替換算調整勘定が44百万円増加したこと等によるものです。 
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(3)  連結業績予想に関する定性的情報 

現時点における第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24年５月11
日に公表しました業績予想と変更はありません。 

 

２．サマリー情報（注記事項）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)  四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

（税金費用の計算） 
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 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 
当社は法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得

した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 
当該変更による当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利

益に与える影響は軽微であります。  
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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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間

(平成24年６月30日) 

（資産の部）  

 流動資産  

  現金及び預金 2,599,670  2,705,661

  受取手形及び売掛金 5,676,863  5,445,902

  商品及び製品 802,338  845,631

  原材料及び貯蔵品 575,022  459,684

  販売用不動産 36,200  36,554

  繰延税金資産 279,515  279,515

  その他 499,285  415,068

  貸倒引当金 △574  △545

  流動資産合計 10,468,321  10,187,474

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物（純額） 1,810,360  2,014,054

   機械装置及び運搬具（純額） 1,296,994  1,300,836

   工具、器具及び備品（純額） 516,920  520,291

   土地 2,008,450  2,008,450

   リース資産（純額） 273,095  266,446

   建設仮勘定 349,661  326,283

   有形固定資産合計 6,255,482  6,436,362

  無形固定資産 607,889  653,189

  投資その他の資産  

   投資有価証券 1,658,823  1,504,785

   繰延税金資産 473,722  520,689

   長期未収入金 2,785,518  2,784,518

   保険積立金 281,444  283,360

   その他 214,536  214,960

   貸倒引当金 △2,845,423  △2,843,249

   投資その他の資産合計 2,568,623  2,465,065

  固定資産合計 9,431,995  9,554,618

 繰延資産  

  開業費 47,456  48,520

  繰延資産合計 47,456  48,520

 資産合計 19,947,774  19,790,613
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  (単位：千円)

 
前連結会計年度 

(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間

(平成24年６月30日) 

（負債の部）  

 流動負債  

  支払手形及び買掛金 4,349,302  4,216,148

  短期借入金 2,663,100  2,670,500

  １年内返済予定の長期借入金 684,533  685,960

  リース債務 83,260  88,392

  未払法人税等 21,793  50,834

  賞与引当金 195,851  101,191

  役員賞与引当金 4,617  －

  その他 637,177  777,295

  流動負債合計 8,639,636  8,590,321

 固定負債  

  長期借入金 1,050,266  1,044,690

  リース債務 377,376  374,665

  退職給付引当金 1,315,337  1,323,506

  長期未払金 227,916  115,290

  その他 38,144  38,750

  固定負債合計 3,009,042  2,896,903

 負債合計 11,648,678  11,487,225

（純資産の部）  

 株主資本  

  資本金 2,167,399  2,167,399

  資本剰余金 1,696,397  1,696,397

  利益剰余金 5,109,525  5,171,661

  自己株式 △627,764  △627,836

  株主資本合計 8,345,557  8,407,622

 その他の包括利益累計額  

  その他有価証券評価差額金 14,981  △87,369

  為替換算調整勘定 △61,443  △16,864

  その他の包括利益累計額合計 △46,461  △104,234

 純資産合計 8,299,095  8,303,387

負債純資産合計 19,947,774  19,790,613
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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23年４月１日 

 至 平成23年６月30日) 

当第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) 

売上高 3,103,709  4,906,724

売上原価 2,505,743  4,081,968

売上総利益 597,966  824,756

販売費及び一般管理費 556,236  695,856

営業利益 41,729  128,899

営業外収益  

 受取利息 4,822  2,306

 受取配当金 16,138  16,593

 受取賃貸料 4,298  3,728

 為替差益 15,892  44,189

 その他 7,112  8,242

 営業外収益合計 48,263  75,059

営業外費用  

 支払利息 19,279  17,045

 支払手数料 14,079  4,236

 その他 6,184  11,132

 営業外費用合計 39,543  32,414

経常利益 50,450  171,544

特別利益  

 固定資産売却益 76  －

 特別利益合計 76  －

特別損失  

 固定資産除却損 3,974  3,950

 投資有価証券評価損 －  1,840

 リファイナンス費用 116,558  －

 災害による損失 284,365  －

 その他 10,687  －

 特別損失合計 415,584  5,790

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（△） 

△365,057  165,753

法人税等 △147,827  50,012

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（△） 

△217,230  115,741

少数株主利益 292  －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △217,522  115,741
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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23年４月１日 

 至 平成23年６月30日) 

当第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) 

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（△） 

△217,230  115,741

その他の包括利益  

 その他有価証券評価差額金 △19,406  △102,350

 為替換算調整勘定 50,225  44,578

 その他の包括利益合計 30,819  △57,772

四半期包括利益 △186,410  57,968

（内訳）  

 親会社株主に係る四半期包括利益 △186,979  57,968

 少数株主に係る四半期包括利益 568  －
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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) 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。 

 




