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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年9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 ％

26年3月期第2四半期 9,943 3.6 238 △6.9 403 57.9 255 81.9
25年3月期第2四半期 9,602 21.4 255 12.4 255 48.0 140 ―

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 694百万円 （―％） 25年3月期第2四半期 △14百万円 （―％）

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2四半期 19.04 ―
25年3月期第2四半期 10.46 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第2四半期 21,090 9,896 46.9
25年3月期 19,417 9,242 47.6
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  9,896百万円 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
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） 26年3月期2Q 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2Q 4,118,818 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2Q 13,396,442 株 25年3月期2Q 13,400,292 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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、積極的な金融・財政政策等を背景に円高是正、

株価の回復など、景況感に改善の動きが見られました。海外においては、米国では緩やかな回復傾

向が続きましたが、欧州の景気低迷の長期化や新興国経済の変調等の懸念材料もあり、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、国内の生産台数は前年同期に比べ減少しまし

たが、北米や中国、アセアン地域等の需要は堅調に推移しました。 

このような状況の中、当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は9,943百万円

（前年同四半期比3.6％増）、営業利益は238百万円（前年同四半期比6.9％減）、経常利益は403百

万円（前年同四半期比57.9％増）、四半期純利益は255百万円（前年同四半期比81.9％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9,236百万円（前年同四半期比0.5％増）、セグメント利益は172百万円（前年同四

半期比31.7％減）となりました。 
②住宅 
売上高は687百万円（前年同四半期比76.8％増）、セグメント利益は68百万円（前年同四半

期比1,404.9％増）となりました。 
③その他 
売上高は19百万円（前年同四半期比3.8％減）、セグメント損失は2百万円（前年同四半期の

セグメント損失は0百万円）となりました。 

 

(2)  財政状態に関する定性的情報 

（資産） 
当第２四半期連結会計期間末における総資産は21,090百万円（前連結会計年度末比1,672百万

円増）となりました。 
このうち流動資産は10,480百万円（前連結会計年度末比1,094百万円増）となりました。これ

は主に現金及び預金が942百万円と受取手形及び売掛金が115百万円それぞれ増加したこと等によ
るものです。 
固定資産は10,564百万円（前連結会計年度末比574百万円増）となりました。これは主に建設

仮勘定が145百万円と投資有価証券が248百万円それぞれ増加したこと等によるものです。 
 

（負債） 
当第２四半期連結会計期間末における負債は11,194百万円（前連結会計年度末比1,018百万円

増）となりました。 
このうち流動負債は8,958百万円（前連結会計年度末比1,132百万円増）となりました。これは

主に短期借入金が966百万円と支払手形及び買掛金が317百万円それぞれ増加したこと等によるも
のです。 
固定負債は2,235百万円（前連結会計年度末比114百万円減）となりました。これは主にリース

債務が41百万円と退職給付引当金が60百万円それぞれ減少したこと等によるものです。 
 

（純資産） 
当第２四半期連結会計期間末における純資産は9,896百万円（前連結会計年度末比653百万円

増）となりました。これは主に利益剰余金が214百万円とその他有価証券評価差額金が250百万円
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２四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２四半期連結会計期間 

(平成25年９月30日) 

（資産の部）     

 流動資産     

  現金及び預金  2,620,522  3,562,609 

  受取手形及び売掛金  5,006,648  5,122,302 

  商品及び製品  871,723  942,769 

  原材料及び貯蔵品  452,627  419,443 

  販売用不動産  21,262  21,524 

  繰延税金資産  198,922  198,794 

  その他  215,017  213,471 

  貸倒引当金  △501  △505 

  流動資産合計  9,386,223  10,480,410 

 固定資産     

  有形固定資産     

   建物及び構築物（純額）  1,991,962  2,059,177 

   機械装置及び運搬具（純額）  1,316,084  1,454,157 

   工具、器具及び備品（純額）  517,576  541,715 

   土地  2,008,450  2,008,450 

   リース資産（純額）  233,559  212,958 

   建設仮勘定  394,353  539,934 

   有形固定資産合計  6,461,987  6,816,394 

  無形固定資産  647,969  667,859 

  投資その他の資産     

   投資有価証券  1,749,673  1,998,116 

   繰延税金資産  525,917  399,643 

   保険積立金  209,732  145,236 

   その他  454,055  596,239 

   貸倒引当金  △60,160  △59,344 

   投資その他の資産合計  2,879,219  3,079,891 

  固定資産合計  9,989,175  10,564,145 

 繰延資産     

  開業費  42,563  45,925 

  繰延資産合計  42,563  45,925 

 資産合計  19,417,962  21,090,481 
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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２四半期連結会計期間 

(平成25年９月30日) 

（負債の部）     

 流動負債     

  支払手形及び買掛金  3,712,993  4,030,740 

  短期借入金  2,679,100  3,646,065 

  １年内返済予定の長期借入金  485,409  226,000 

  リース債務  94,846  94,001 

  未払法人税等  15,827  121,621 

  賞与引当金  193,774  200,433 

  役員賞与引当金  2,800  2,412 

  その他  640,819  637,146 

  流動負債合計  7,825,569  8,958,421 

 固定負債     

  長期借入金  566,400  574,000 

  リース債務  318,586  277,338 

  退職給付引当金  1,343,387  1,282,670 

  長期未払金  80,773  58,975 

  その他  40,626  42,611 

  固定負債合計  2,349,773  2,235,595 

 負債合計  10,175,343  11,194,017 

（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  5,881,386 

  自己株式  △628,461  △628,861 

  株主資本合計  8,901,850  9,116,322 

 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  504,536 

  繰延ヘッジ損益  －  210 

  為替換算調整勘定  86,641  275,394 

  その他の包括利益累計額合計  340,768  780,141 

 純資産合計  9,242,619  9,896,464 

負債純資産合計  19,417,962  21,090,481 
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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２四半期連結累計期間】 

  (単位:千円) 

 

前第２四半期連結累計期間 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

売上高  9,602,281  9,943,672 

売上原価  7,982,864  8,274,353 

売上総利益  1,619,416  1,669,319 

販売費及び一般管理費  1,363,661  1,431,091 

営業利益  255,754  238,227 

営業外収益     

 受取利息  3,948  4,196 

 受取配当金  23,517  25,144 

 受取賃貸料  7,457  6,257 

 為替差益  11,380  192,781 

 その他  16,065  23,836 

 営業外収益合計  62,367  252,216 

営業外費用     

 支払利息  31,818  25,421 

 支払手数料  9,899  53,467 

 その他  21,157  8,550 

 営業外費用合計  62,876  87,440 

経常利益  255,246  403,003 

特別利益     

 固定資産売却益  14  － 

 投資有価証券売却益  －  24,877 

 特別利益合計  14  24,877 

特別損失     

 固定資産除却損  14,481  903 

 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  16,704  49,887 

税金等調整前当期純利益  238,557  377,993 

法人税等  98,330  122,929 

少数株主損益調整前四半期純利益  140,226  255,064 

四半期純利益  140,226  255,064 
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四半期連結包括利益計算書 

【第２四半期連結累計期間】 

  (単位:千円) 

 

前第２四半期連結累計期間 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前当期純利益  140,226  255,064 

その他の包括利益     

 その他有価証券評価差額金  △148,310  250,409 

 繰延ヘッジ損益  －  210 

 為替換算調整勘定  △6,816  188,753 

 その他の包括利益合計  △155,127  439,372 

四半期包括利益  △14,900  694,436 

（内訳）     

 親会社株主に係る四半期包括利益  △14,900  694,436 
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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。 

 


