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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 5,652 56.7 331 ― 374 ― 285 △23.6

24年3月期第1四半期 3,608 △33.7 △219 ― △200 ― 373 159.0

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 276百万円 （△27.1％） 24年3月期第1四半期 379百万円 （209.3％）

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 17.02 ―

24年3月期第1四半期 22.29 ―

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 17,136 10,548 61.1
24年3月期 16,638 10,355 61.8

（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  10,467百万円 24年3月期  10,279百万円

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  

現時点では配当予想額は未定であります。 

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 ― 4.00 ― 5.00 9.00

25年3月期 ―

25年3月期（予想） ― ― ― ―

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  ：  有  
 

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) 11,500 29.8 600 ― 600 ― 380 △21.3 22.68
通期 22,000 6.5 950 41.4 950 52.6 630 △33.6 37.60



(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 

（注）第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しております。詳
細は、【添付資料】２ページ、「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項【会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示】」をご覧ください。 

(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報告書の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
法に基づく四半期報告書のレビュー手続きを実施しています。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
(1)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および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、そ
の達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。 
(2)当社の配当につきましては、安定した利益配分を目指し、事業及び将来の事業展開を勘案して実施していきたいと考えております。しかしながら、経営環境の
先行きが依然不透明であるため、当期の配当につきましては、現時点で未定とし、今後の業績動向を勘案した上でご提案させていただきます。 

※  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 16,758,056 株 24年3月期 16,758,056 株

② 期末自己株式数 25年3月期1Q 822 株 24年3月期 822 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 16,757,234 株 24年3月期1Q 16,757,753 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当社グループが関係する自動車業界におきましては、新興国を中心に車両生産台数は堅調に推移し、国内において

も震災後の復興需要やエコカー補助金等により自動車販売台数は大幅な増加となりました。 

 このような状況のなか、当第１四半期連結累計期間における当社グループの連結業績は、売上高は5,652百万円

（前年同四半期比56.7％増）となりました。 

 売上高の状況をセグメント別に申し上げますと次のとおりであります。 

 日本では客先生産台数の増加により、エアコンパネルなど表示系製品の生産が増加した結果、売上高は5,476百万

円（前年同四半期比64.6％増）となりました。 

 アジアでも客先生産台数は堅調に推移し、売上高が735百万円（前年同四半期比10.9％増）となりました。 

 損益につきましては、売上の増加および経費抑制、生産効率化にグループをあげて取り組んでまいりました結果、

営業利益331百万円（前年同四半期は営業損失219百万円）、経常利益374百万円（前年同四半期は経常損失200百万

円）、四半期純利益285百万円（前年同四半期比23.6％減）となりました。  

   

   

（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総資産は受取手形及び売掛金の減少があったものの、関係会社預け金や現金及び預

金などの増加により、前連結会計年度末に比べ497百万円増加し、17,136百万円となりました。負債につきまして

は、流動負債のその他が増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ304百万円増加し、6,588百万円となりま

した。純資産につきましては利益剰余金の増加などにより、前連結会計年度末に比べ193百万円増加し、10,548百万

円となりました。自己資本比率は61.1％となりました。   

   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当第１四半期までの連結業績および足元の生産動向を踏まえ、第２四半期（累計）および通期の業績予想を修正し

ております。詳細は本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。   

   

   

（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 

（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）   

 当社及び国内連結子会社は、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、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これによる損益に与える影響額は軽微であります。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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 685,753 912,684

受取手形及び売掛金 3,850,767 3,448,172

有価証券 598,058 604,836

商品及び製品 330,405 305,669

仕掛品 650,198 714,027

原材料及び貯蔵品 587,619 608,125

繰延税金資産 200,264 264,483

関係会社預け金 4,914,561 5,595,836

その他 87,637 104,326

流動資産合計 11,905,266 12,558,162

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,255,460 1,237,860

機械装置及び運搬具（純額） 2,150,650 2,079,258

その他（純額） 611,740 571,870

有形固定資産合計 4,017,851 3,888,989

無形固定資産 74,549 80,285

投資その他の資産   

その他 640,931 609,101

投資その他の資産合計 640,931 609,101

固定資産合計 4,733,332 4,578,376

資産合計 16,638,599 17,136,539

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,093,003 3,026,394

未払法人税等 38,199 171,831

引当金 73,565 53,112

その他 1,700,183 1,975,686

流動負債合計 4,904,951 5,227,024

固定負債   

退職給付引当金 1,174,557 1,161,688

役員退職慰労引当金 96,196 91,340

資産除去債務 103,441 104,016

その他 4,424 4,424

固定負債合計 1,378,619 1,361,470

負債合計 6,283,570 6,588,494
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,563,777 1,563,777

資本剰余金 2,198,186 2,198,186

利益剰余金 6,431,488 6,632,926

自己株式 △201 △201

株主資本合計 10,193,250 10,394,688

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 104,250 84,278

為替換算調整勘定 △18,446 △11,898

その他の包括利益累計額合計 85,804 72,379

少数株主持分 75,974 80,975

純資産合計 10,355,028 10,548,044

負債純資産合計 16,638,599 17,136,539
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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 3,608,042 5,652,181

売上原価 3,473,479 4,924,565

売上総利益 134,563 727,616

販売費及び一般管理費 353,583 395,629

営業利益又は営業損失（△） △219,019 331,986

営業外収益   

受取利息 2,997 3,146

受取配当金 2,458 2,540

助成金収入 7,632 －

作業くず売却益 2,319 2,279

為替差益 10,083 37,652

その他 2,680 3,948

営業外収益合計 28,172 49,567

営業外費用   

固定資産廃棄損 1,152 1,082

減価償却費 3,635 2,111

租税公課 2,027 1,772

その他 2,628 1,991

営業外費用合計 9,443 6,957

経常利益又は経常損失（△） △200,291 374,596

特別損失   

減損損失 4,459 638

投資有価証券評価損 － 2,320

特別損失合計 4,459 2,958

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（△）

△204,750 371,638

法人税、住民税及び事業税 7,346 149,913

法人税等還付税額 △869 △10,456

法人税等調整額 △585,871 △53,680

法人税等合計 △579,395 85,776

少数株主損益調整前四半期純利益 374,644 285,861

少数株主利益 1,074 636

四半期純利益 373,569 285,224
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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 374,644 285,861

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △903 △19,972

為替換算調整勘定 5,893 10,912

その他の包括利益合計 4,989 △9,059

四半期包括利益 379,634 276,801

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 376,202 271,800

少数株主に係る四半期包括利益 3,432 5,001
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 該当事項はありません。   

   

   

 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）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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