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1.  平成24年3月期第3四半期の業績（平成23年4月1日～平成23年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 4,321 △0.4 155 △16.2 152 △11.6 89 △43.3
23年3月期第3四半期 4,338 25.0 185 640.0 172 405.9 157 946.7

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 14.95 ―
23年3月期第3四半期 26.22 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 5,439 2,681 49.3
23年3月期 5,490 2,631 47.9
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  2,681百万円 23年3月期  2,631百万円

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 ― 5.00 5.00
24年3月期 ― 0.00 ―
24年3月期（予想） 3.00 3.00

3.  平成24年3月期の業績予想（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  ：  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

通期 5,850 0.8 185 △32.2 180 △37.1 100 △55.6 16.67



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他

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 6,000,000 株 23年3月期 6,000,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 1,787 株 23年3月期 1,787 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 5,998,213 株 23年3月期3Q 5,998,213 株

※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の対象外であります。 
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を実施しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績の見通し等の将来に関する記述は、現時点で入手可能な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。また、業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等につきまして
は、２ページ「１．当四半期の業績等に関する定性的情報」「（３）業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

  当第３四半期累計期間におけるわが国の経済は、震災復興需要に向けた企業努力などによって、生産活動の正常

化等が迅速に進んでおりましたが、欧州の金融不安、海外経済の減速、超円高の長期化や株価低迷、更には、タイ

洪水の影響などにより、先行きに対する不透明感が払拭出来ない状況で推移いたしました。 

 自動車業界におきましては、景気低迷懸念の中、生産活動は急ピッチで回復に向かっております。  

この様な状況の中で、当社の売上高は、前年同期比16百万円減収の4,321百万円（前年同期比0.4%減）となった

ものの、前年並みに回復してまいりました。 

利益面におきましては、営業利益は前年同期比30百万円減益の155百万円（前年同期比16.2%減）、経常利益は前

年同期比19百万円減益の152百万円（前年同期比11.6%減）、四半期純利益は前年同期比67百万円減益の89百万円

（前年同期比43.3%減）と、前年同期比では減益となったものの、受注の回復と原価低減活動の推進により、予想

を上回る速さでの利益計上が出来ました。  

    

（２）財政状態に関する定性的情報 

（財政状態の変動状況）  

 当第３四半期会計期間末における総資産は、現金及び預金等の減少により前事業年度末に比べ51百万円減少の

5,439百万円となりました。 

有利子負債は、前事業年度末に比べ21百万円減少の945百万円となりました。 

純資産は、利益剰余金の増加により前事業年度末に比べ40百万円増加し2,681百万円となりました。 

この結果、自己資本比率は前事業年度末に比べ1.4%増加の49.3%となりました。  

  

（キャッシュ・フローの状況）  

 当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前事業年度末に比

べ253百万円減少（45.0%減）の309百万円となりました。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  当第３四半期累計期間において、営業活動の結果支出した資金は、13百万円となりました。 

  これは主に、売上債権の増加によるものであります。 

  なお、前年同期は567百万円の収入であります。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  当第３四半期累計期間において、投資活動の結果支出した資金は、前年同期比115百万円増加(152.7%増)の190

百万円となりました。 

  これは主に、有形固定資産の取得によるものであります。  

 （財務活動によるキャッシュ・フロー）  

      当第３四半期累計期間において、財務活動の結果支出した資金は、前年同期比226百万円減少(81.6%減)の51百

万円となりました。 

     これは主に、短期借入金の増加と長期借入金の返済による結果であります。 

   

（３）業績予想に関する定性的情報 

当事業年度における今後の自動車業界は、回復基調で推移することが見込まれますが、エネルギー価格の上昇

や不透明な為替動向などの問題が集積しており、企業の収益確保は、非常に厳しいものとなっております。 

このような状況のなかで、当社は、業績の向上と新規品の受注獲得のため全社一丸となってコスト競争力強化

に傾注してまいります。  

 なお、通期の業績予想数値は、本日別途開示いたしました「業績の修正に関するお知らせ」のとおりでありま

す。  

   

   

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用   

税金費用については、当第３四半期会計期間を含む事業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。 

  

（２）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。  

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項



３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 562,860 309,363

受取手形及び売掛金 1,319,904 1,468,482

商品及び製品 99,345 86,679

仕掛品 252,045 308,407

原材料及び貯蔵品 162,479 172,852

前払費用 3,863 4,582

繰延税金資産 100,588 100,588

未収入金 530,166 656,494

その他 18,822 10,597

貸倒引当金 △1,600 △1,800

流動資産合計 3,048,475 3,116,247

固定資産   

有形固定資産   

建物 2,072,440 2,072,543

減価償却累計額 △1,488,304 △1,531,088

建物（純額） 584,135 541,454

構築物 154,935 154,935

減価償却累計額 △112,882 △116,333

構築物（純額） 42,053 38,601

機械及び装置 3,545,375 3,586,589

減価償却累計額 △2,929,322 △3,006,303

機械及び装置（純額） 616,052 580,285

車両運搬具 15,649 15,649

減価償却累計額 △15,042 △15,279

車両運搬具（純額） 607 370

工具、器具及び備品 334,233 337,278

減価償却累計額 △286,568 △293,053

工具、器具及び備品（純額） 47,664 44,224

土地 40,361 40,361

建設仮勘定 24,605 29,002

有形固定資産合計 1,355,480 1,274,300

無形固定資産   

借地権 4,892 4,892

ソフトウエア 171 90

その他 847 847

無形固定資産合計 5,911 5,830

投資その他の資産   

投資有価証券 119,531 106,445

関係会社株式 653,063 653,063

出資金 303 303

前払年金資産 267,029 241,794

その他 41,111 41,174

投資その他の資産合計 1,081,037 1,042,781

固定資産合計 2,442,429 2,322,911

資産合計 5,490,904 5,439,159



（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 207,710 247,897

短期借入金 420,000 500,000

1年内返済予定の長期借入金 519,267 435,986

未払金及び未払費用 1,355,427 1,326,921

未払法人税等 77,042 59,498

資産除去債務 156 156

賞与引当金 131,241 53,492

その他の引当金 2,198 352

その他 4,550 23,639

流動負債合計 2,717,594 2,647,943

固定負債   

長期借入金 27,655 9,820

繰延税金負債 114,410 99,831

固定負債合計 142,065 109,651

負債合計 2,859,659 2,757,595

純資産の部   

株主資本   

資本金 715,000 715,000

資本剰余金 677,955 677,955

利益剰余金 1,214,029 1,273,729

自己株式 △567 △567

株主資本合計 2,606,417 2,666,116

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 24,827 15,447

評価・換算差額等合計 24,827 15,447

純資産合計 2,631,244 2,681,564

負債純資産合計 5,490,904 5,439,159



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(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 4,338,240 4,321,729

売上原価 3,851,791 3,856,686

売上総利益 486,448 465,042

販売費及び一般管理費 301,049 309,812

営業利益 185,399 155,230

営業外収益   

受取利息 99 22

受取配当金 1,590 1,392

受取イニシャルフィ 1,000 －

製造提携先機械等売却益 7,052 14,869

助成金収入 3,942 5,996

その他 12,337 10,583

営業外収益合計 26,022 32,864

営業外費用   

支払利息 13,236 10,118

為替差損 23,715 23,575

その他 1,819 1,700

営業外費用合計 38,771 35,395

経常利益 172,650 152,699

特別利益   

固定資産売却益 305 285

特別利益合計 305 285

特別損失   

固定資産売却損 262 －

固定資産除却損 3,697 1,976

減損損失 1,199 412

特別退職金 6,684 －

その他 1,077 466

特別損失合計 12,920 2,856

税引前四半期純利益 160,035 150,128

法人税等 2,782 60,438

四半期純利益 157,253 89,690



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

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

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 160,035 150,128

減価償却費 239,032 215,448

有形固定資産除却損 3,697 1,976

減損損失 1,199 412

貸倒引当金の増減額（△は減少） 100 200

賞与引当金の増減額（△は減少） 22,511 △77,749

前払年金資産の増減額（△は増加） 40,713 25,234

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △30,426 －

受取利息及び受取配当金 △1,690 △1,415

支払利息 13,236 10,118

為替差損益（△は益） － △1,348

有形固定資産売却損益（△は益） △43 △285

売上債権の増減額（△は増加） △46,150 △148,577

たな卸資産の増減額（△は増加） △29,136 △54,069

その他の流動資産の増減額（△は増加） △121,549 △119,036

仕入債務の増減額（△は減少） 50,251 40,186

未払金の増減額（△は減少） 293,846 34,657

その他の流動負債の増減額（△は減少） △10,475 8,300

小計 585,153 84,182

利息及び配当金の受取額 1,624 1,503

利息の支払額 △12,581 △9,993

法人税等の支払額 △6,382 △89,021

営業活動によるキャッシュ・フロー 567,813 △13,328

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △87,460 △185,799

有形固定資産の売却による収入 490 500

投資有価証券の取得による支出 △168 △4,694

投資その他の資産の増減額（△は増加） 11,801 △396

投資活動によるキャッシュ・フロー △75,337 △190,391

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △150,000 80,000

長期借入金の返済による支出 △127,736 △101,116

配当金の支払額 △190 △30,009

財務活動によるキャッシュ・フロー △277,926 △51,125

現金及び現金同等物に係る換算差額 － 1,348

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 214,549 △253,496

現金及び現金同等物の期首残高 364,768 562,860

現金及び現金同等物の四半期末残高 579,318 309,363



該当事項はありません。   

   

該当事項はありません。    

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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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