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1.  平成25年3月期第1四半期の業績（平成24年4月1日～平成24年6月30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 ％

25年3月期第1四半期 1,521 29.1 46 ― 48 ― 32 ―
24年3月期第1四半期 1,178 △14.0 △46 ― △53 ― △55 ―

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 5.43 ―
24年3月期第1四半期 △9.20 ―

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

25年3月期第1四半期 5,644 2,766 49.0 461.14
24年3月期 5,573 2,781 49.9 463.71
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  2,766百万円 24年3月期  2,781百万円

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 ― 6.00 6.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 0.00 ― 6.00 6.00

3. 平成25年 3月期の業績予想（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) 2,880 7.3 100 88.5 98 178.5 58 289.0 9.67
通期 6,000 0.8 240 △17.5 235 △26.2 137 △23.7 22.84



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
（注）詳細は、添付資料Ｐ．３「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）詳細は、添付資料Ｐ．３「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（２）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。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  注記事項

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 6,000,000 株 24年3月期 6,000,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 1,787 株 24年3月期 1,787 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 5,998,213 株 24年3月期1Q 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き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き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１四半期累計期間におけるわが国の経済は、欧州政府の債務危機や長期化する円高、電力供給の制約等、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、自動車補助金の復活需要もあり、好調に推移しました。  

この様な状況の中で、当社の売上高は、前年同期比343百万円増収の1,521百万円（前年同期比29.1%増）となり

ました。 

利益面におきましては、営業利益は前年同期比92百万円増益の46百万円、経常利益は前年同期比101百万円増益

の48百万円、四半期純利益は前年同期比87百万円増益の32百万円となりました。   

   

（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１四半期会計期間末における総資産は、固定資産等の増加により前事業年度末に比べ71百万円増加の5,644

百万円となりました。 

有利子負債は、前事業年度末に比べ57百万円増加の814百万円となりました。 

純資産は、株式配当金の支払による利益剰余金の減少により前事業年度末に比べ15百万円減少し2,766百万円と

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0.9%減少の49.0%となりました。  

  

（キャッシュ・フローの状況）  

 当第１四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

62百万円増加（16.6%増）の437百万円となりました。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  当第１四半期累計期間において、営業活動の結果得られた資金は、前年同期比ほぼ同額の87百万円となりまし

た。 

  これは主に、減価償却費及び賞与引当金の増加によるものであります。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  当第１四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12百万円減少(21.4%減)の46百万

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１四半期累計期間において、財務活動の結果得られた資金は、23百万円となりました。        

 これは主に、短期借入金の増加によるものであります。 

 なお、前年同期は、借入金の返済と配当金の支払で70百万円の支出でありました。  

   

（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国内の自動車業界は、海外への生産シフトの進展や補助金の終了による反動減等によ

り縮小傾向が避けられない状況となっております。 

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。  

 通期の業績予想数値につきましては、当初開示した数値を死守するべく、進めてまいる所存であり、変更はござ

いません。   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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１四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 

会計方針の変更 

（減価償却方法の変更） 

 当社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期会計期間より、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。 

 これにより、従来の方法に比べて、当第１四半期累計期間の営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益はそ

れぞれ2,259千円増加しております。  

  

該当事項はありません。    

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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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24年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 375,635 437,882

受取手形及び売掛金 1,478,360 1,423,566

商品及び製品 92,218 84,045

仕掛品 296,748 287,473

原材料及び貯蔵品 156,587 171,150

前払費用 2,728 2,148

繰延税金資産 89,904 89,904

未収入金 739,344 691,621

その他 13,440 15,840

貸倒引当金 △1,900 △1,800

流動資産合計 3,243,068 3,201,833

固定資産   

有形固定資産   

建物 2,089,090 2,089,370

減価償却累計額 △1,539,311 △1,552,121

建物（純額） 549,779 537,249

構築物 154,935 154,935

減価償却累計額 △117,484 △118,396

構築物（純額） 37,450 36,538

機械及び装置 3,536,977 3,778,557

減価償却累計額 △3,000,187 △3,021,685

機械及び装置（純額） 536,789 756,872

車両運搬具 15,649 15,649

減価償却累計額 △15,349 △15,372

車両運搬具（純額） 300 277

工具、器具及び備品 287,892 295,024

減価償却累計額 △249,108 △257,095

工具、器具及び備品（純額） 38,784 37,928

土地 40,361 40,361

建設仮勘定 70,331 11,765

有形固定資産合計 1,273,798 1,420,993

無形固定資産   

借地権 4,892 4,892

ソフトウエア 63 36

その他 847 847

無形固定資産合計 5,803 5,776

投資その他の資産   

投資有価証券 122,056 103,497

関係会社株式 653,063 653,063

出資金 303 303

前払年金資産 233,369 225,903

その他 41,585 33,213

投資その他の資産合計 1,050,377 1,015,981

固定資産合計 2,329,979 2,442,750

資産合計 5,573,047 5,644,584
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(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 232,158 218,596

短期借入金 430,000 520,000

1年内返済予定の長期借入金 122,845 119,840

未払金及び未払費用 1,443,018 1,536,663

未払法人税等 133,067 24,521

資産除去債務 157 157

賞与引当金 119,157 180,157

その他 12,533 16,353

流動負債合計 2,492,938 2,616,290

固定負債   

長期借入金 204,810 175,000

繰延税金負債 93,867 87,291

固定負債合計 298,677 262,291

負債合計 2,791,615 2,878,581

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 1,363,582 1,360,165

自己株式 △567 △567

株主資本合計 2,755,970 2,752,552

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 25,461 13,449

評価・換算差額等合計 25,461 13,449

純資産合計 2,781,431 2,766,002

負債純資産合計 5,573,047 5,644,584
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(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 1,178,026 1,521,077

売上原価 1,125,472 1,357,488

売上総利益 52,553 163,589

販売費及び一般管理費 99,374 117,442

営業利益又は営業損失（△） △46,821 46,147

営業外収益   

受取利息 9 10

受取配当金 1,081 2,440

製造提携先機械等売却益 1,310 12,151

助成金収入 4,885 －

その他 2,403 8,123

営業外収益合計 9,691 22,726

営業外費用   

支払利息 3,379 2,053

為替差損 12,960 18,670

営業外費用合計 16,339 20,724

経常利益又は経常損失（△） △53,469 48,149

特別利益   

固定資産売却益 － 6,981

その他 － 11

特別利益合計 － 6,993

特別損失   

固定資産除却損 16 0

減損損失 329 －

その他 407 －

特別損失合計 753 0

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △54,223 55,142

法人税等 927 22,570

四半期純利益又は四半期純損失（△） △55,150 32,571
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30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又は税引前四半期純損失
（△）

△54,223 55,142

減価償却費 70,153 65,627

有形固定資産除却損 16 0

減損損失 329 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △300 △100

賞与引当金の増減額（△は減少） 64,239 60,999

前払年金資産の増減額（△は増加） 8,423 7,465

受取利息及び受取配当金 △1,091 △2,450

支払利息 3,379 2,053

為替差損益（△は益） 2,815 2,137

有形固定資産売却損益（△は益） － △6,981

売上債権の増減額（△は増加） 210,962 54,794

たな卸資産の増減額（△は増加） △11,494 2,884

その他の流動資産の増減額（△は増加） 146,354 46,463

仕入債務の増減額（△は減少） △29,082 △13,562

未払金の増減額（△は減少） △254,465 △71,733

その他の流動負債の増減額（△は減少） 10,615 18,511

小計 166,632 221,252

利息及び配当金の受取額 1,108 2,453

利息の支払額 △3,365 △2,630

法人税等の支払額 △76,857 △133,565

営業活動によるキャッシュ・フロー 87,518 87,510

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 △58,809 △63,646

有形固定資産の売却による収入 － 9,000

投資有価証券の取得による支出 △30 △29

投資その他の資産の増減額（△は増加） △127 8,350

投資活動によるキャッシュ・フロー △58,967 △46,325

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） △10,000 90,000

長期借入金の返済による支出 △34,731 △32,815

配当金の支払額 △26,130 △33,985

財務活動によるキャッシュ・フロー △70,861 23,199

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,815 △2,137

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △45,125 62,247

現金及び現金同等物の期首残高 562,860 375,635

現金及び現金同等物の四半期末残高 517,734 437,882
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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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