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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 15,036 5.6 317 12.1 567 70.6 349 88.6
25年3月期第3四半期 14,237 10.8 282 △8.7 332 43.2 185 ―

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 822百万円 （197.1％） 25年3月期第3四半期 276百万円 （―％）

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 26.07 ―
25年3月期第3四半期 13.82 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第3四半期 20,597 9,984 48.5
25年3月期 19,417 9,242 47.6
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 9,984百万円 25年3月期 9,242百万円

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 ― 3.00 6.00
26年3月期 ― 3.00 ―
26年3月期（予想） 3.00 6.00

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 20,200 6.2 600 42.6 700 4.3 440 △32.4 32.84



(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）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧下さい。

※ 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 17,514,297 株 25年3月期 17,514,297 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 4,120,608 株 25年3月期 4,116,903 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 13,395,923 株 25年3月期3Q 13,399,687 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報

(1) 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、積極的な金融政策や円安・株高傾向を背景
に、企業の設備投資意欲の改善や個人消費の持ち直しの動きが見られるなど、景況感は回復傾向
を維持しております。海外においては、米国では緩やかな景気回復局面が続き、欧州では弱いな
がらも持ち直しの兆しが見られるものの、堅調であった新興諸国の成長の鈍化等、依然として先
行き不透明な状況が続いております。

当社グループが属する自動車業界におきましては、米国や中国で需要が拡大、国内でも景気回
復に加えて消費税率引上げを控えた駆け込み需要が追い風となりました。

このような状況の中、当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は15,036百万
円（前年同四半期比5.6％増）、営業利益は317百万円（前年同四半期比12.1％増）、経常利益は
567百万円（前年同四半期比70.6％増）、四半期純利益は349百万円（前年同四半期比88.6％増）
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13,944百万円（前年同四半期比3.5％増）、セグメント利益は230百万円（前年同四

半期比2.8％減）となりました。
②住宅
売上高は1,057百万円（前年同四半期比49.7％増）、セグメント利益は87百万円（前年同四

半期比122.6％増）となりました。
③その他
売上高は34百万円（前年同四半期比39.3％減）、セグメント損失は0百万円（前年同四半期

のセグメント利益は6百万円）となりました。

(2) 財政状態に関する定性的情報

（資産）
当第３四半期連結会計期間末における総資産は20,597百万円（前連結会計年度末比1,179百万

円増）となりました。
このうち流動資産は、9,542百万円（前連結会計年度末比156百万円増）となりました。これは

主に現金及び預金が201百万円減少した一方、受取手形及び売掛金が292百万円増加したこと等に
よるものです。
固定資産は、11,013百万円（前連結会計年度末比1,024百万円増）となりました。これは主に

建設仮勘定が273百万円、投資有価証券が330百万円及び関係会社長期貸付金が343百万円それぞ
れ増加したこと等によるものです。

(負債)
当第３四半期連結会計期間末における負債は10,612百万円（前連結会計年度末比437百万円

増）となりました。
このうち流動負債は8,047百万円（前連結会計年度末比221百万円増）となりました。これは主

に１年内返済予定の長期借入金が214百万円減少した一方、支払手形及び買掛金が282百万円、未
払法人税が146百万円それぞれ増加したこと等によるものです。
固定負債は、2,565百万円（前連結会計年度末比215百万円増）となりました。これは主にリー

ス債務が57百万円、退職給付引当金が49百万円それぞれ減少した一方、長期借入金が129百万
円、長期未払金が190百万円それぞれ増加したこと等によるものです。

（純資産）
当第３四半期連結会計期間末における純資産は9,984百万円（前連結会計年度末比741百万円

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300百万円、利益剰余金が268百万円
及び為替換算調整勘定が173百万円それぞれ増加したこと等によるものです。
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(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

現時点における通期の業績予想につきましては、平成25年10月31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：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 2,620,522 2,419,049

受取手形及び売掛金 5,006,648 5,299,394

商品及び製品 871,723 942,399

原材料及び貯蔵品 452,627 445,280

販売用不動産 21,262 21,524

繰延税金資産 198,922 198,922

その他 215,017 216,926

貸倒引当金 △501 △523

流動資産合計 9,386,223 9,542,973

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,991,962 2,028,001

機械装置及び運搬具（純額） 1,316,084 1,392,427

工具、器具及び備品（純額） 517,576 580,472

土地 2,008,450 2,008,450

リース資産（純額） 233,559 202,178

建設仮勘定 394,353 667,707

有形固定資産合計 6,461,987 6,879,238

無形固定資産 647,969 649,718

投資その他の資産

投資有価証券 1,749,673 2,080,048

繰延税金資産 525,917 377,849

保険積立金 209,732 147,153

その他 454,055 938,719

貸倒引当金 △60,160 △59,511

投資その他の資産合計 2,879,219 3,484,259

固定資産合計 9,989,175 11,013,215

繰延資産

開業費 42,563 40,897

繰延資産合計 42,563 40,897

資産合計 19,417,962 20,597,086
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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 3,712,993 3,995,822

短期借入金 2,679,100 2,747,280

１年内返済予定の長期借入金 485,409 271,000

リース債務 94,846 95,856

未払法人税等 15,827 162,316

賞与引当金 193,774 109,185

役員賞与引当金 2,800 －

その他 640,819 665,762

流動負債合計 7,825,569 8,047,225

固定負債

長期借入金 566,400 696,000

リース債務 318,586 260,727

退職給付引当金 1,343,387 1,293,651

長期未払金 80,773 271,489

その他 40,626 43,678

固定負債合計 2,349,773 2,565,546

負債合計 10,175,343 10,612,772

（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 5,666,514 5,935,388

自己株式 △628,461 △629,238

株主資本合計 8,901,850 9,169,947

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 254,126 554,512

為替換算調整勘定 86,641 259,854

その他の包括利益累計額合計 340,768 814,366

純資産合計 9,242,619 9,984,314

負債純資産合計 19,417,962 20,597,086
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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 14,237,810 15,036,062

売上原価 11,924,376 12,549,402

売上総利益 2,313,434 2,486,659

販売費及び一般管理費 2,030,438 2,169,327

営業利益 282,995 317,332

営業外収益

受取利息 5,188 8,771

受取配当金 36,732 41,937

受取賃貸料 11,185 9,085

貸倒引当金戻入額 45,948 －

為替差益 11,395 234,214

その他 21,483 58,381

営業外収益合計 131,933 352,391

営業外費用

支払利息 46,945 34,135

支払手数料 14,608 54,410

その他 21,085 14,146

営業外費用合計 82,639 102,693

経常利益 332,289 567,030

特別利益

固定資産売却益 11,432 －

投資有価証券売却益 － 24,877

特別利益合計 11,432 24,877

特別損失

固定資産除却損 14,513 1,875

投資有価証券評価損 1,840 －

災害による損失 － 45,410

減損損失 382 －

その他 － 3,573

特別損失合計 16,736 50,859

税金等調整前当期純利益 326,985 541,049

法人税等 141,793 191,796

少数株主損益調整前四半期純利益 185,191 349,252

四半期純利益 185,191 349,252
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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当期純利益 185,191 349,252

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 87,675 300,385

為替換算調整勘定 4,099 173,212

その他の包括利益合計 91,774 473,598

四半期包括利益 276,965 822,851

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 276,965 822,851
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(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）

該当事項はありません。

（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。




