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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第3四半期 221,003 △11.1 5,534 △66.3 6,502 △61.6 2,861 △3.4

23年3月期第3四半期 248,508 5.3 16,410 67.4 16,938 47.5 2,962 △58.7

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 △1,856百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 △1,043百万円 （―％）

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

24年3月期第3四半期 31.68 ―

23年3月期第3四半期 32.80 ―

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 253,729 156,213 60.0
23年3月期 259,704 161,125 60.3

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  152,333百万円 23年3月期  156,661百万円

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 ― 16.00 ― 14.00 30.00
24年3月期 ― 14.00 ―

24年3月期（予想） 16.00 30.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（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 316,000 △3.5 11,500 △39.2 12,500 △37.7 6,900 31.8 76.40



(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  
（注）詳細は、添付資料Ｐ．３「サマリー情報（その他）に関する事項」をご覧ください。 

(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が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1.平成23年８月１日に公表した連結業績予想は、当第３四半期連結会計期間において、通期業績予想を修正しております。詳細につきましては、本日開示の「通
期業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 
2.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。 

4.  その他

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） 24年3月期3Q 94,234,171 株 23年3月期 94,234,171 株

② 期末自己株式数 24年3月期3Q 3,920,225 株 23年3月期 3,917,492 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 90,315,739 株 23年3月期3Q 90,322,206 株
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（１）連結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の世界経済は、日本や米国では消費が回復し、堅調に推移しましたが、欧州の債務問

題、タイ洪水による各国への影響や新興国の成長鈍化を受け、全体では低調に推移しました。  

 自動車業界におきましては、欧州では、債務問題の深刻化による景気低迷の影響を受け、前年同期に比べ、販売

台数が減少しましたが、一方、震災から急回復の日本や個人消費が好調な米国では販売台数が上向きとなり、また

新興国でも成長は鈍化しつつも高水準で推移したことから、全体としては、堅調に推移しました。 

  当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、連結売上高は 百万円と、前年同四半期に比べ

百万円( ％)の減収となり、利益につきましては、連結営業利益は 百万円と、前年同四半期に比べ

百万円( ％)、連結経常利益は 百万円と、前年同四半期に比べ 百万円( ％)、連結四半期純利益

は 百万円と、前年同四半期に比べ 百万円( ％)それぞれ減益となりました。 
  

セグメントの業績は、次のとおりであります。   

（日本） 

震災の復興が進み、客先生産台数に回復は見られたものの、第１四半期連結会計期間における減産の影響と円高

の継続により、売上高は 百万円と、前年同四半期に比べ 百万円( ％)の減収となりました。営業

利益は、合理化等に積極的に取り組んだものの、売上高の減少や円高の影響などにより、 百万円と、前年同

四半期に比べ 百万円( ％)の減益となりました。 
  

（北米） 

客先生産台数の減少などにより、売上高は 百万円と、前年同四半期に比べ 百万円( ％)の減収と

なりました。営業損失は、売上高の減少などにより 百万円と、前年同四半期に比べ 百万円( ％)の減益と

なりました。  

  

（アジア） 

客先生産台数の減少やタイ洪水の影響などにより、売上高は 百万円と、前年同四半期に比べ 百万円 

( ％)の減収となりました。営業利益は、売上高の減少などにより 百万円と、前年同四半期に比べ

百万円( ％)の減益となりました。 
  

（その他） 

売上高は 百万円と、前年同四半期に比べ 百万円( ％)の増収となりました。営業利益は、 百万円

と、前年同四半期に比べ 百万円( ％)の減益となりました。 
  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産)  

資産は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円減少いたしました。 

これは、主に現金及び預金の減少によるものであります。 

 (負債)     

負債は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円減少いたしました。 

これは、主に製品保証引当金の減少によるものであります。  

  (純資産)  

純資産は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円減少いたしました。 

これは、主に為替換算調整勘定の減少によるものであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 今後の見通しにつきましては、日本、米国においては緩やかな景気回復基調が続く見込みですが、引き続き欧州

債務問題による景気後退、円高による輸出の減少、新興国での成長鈍化などの懸念材料もあり、不安定な状況と予

想されます。 

  自動車業界におきましては、欧州では、景気先行き不透明感により販売台数の減少が見込まれますが、一方、自

動車販売促進策を延長した日本や消費が好調な米国は、販売台数が増加傾向となる見込みです。中国、インド等の

新興国も伸び率は鈍化しつつも堅調に推移することから、全体では、前年同期を若干上回ると見込まれます。 

 通期の連結業績予想につきましては、平成23年８月１日決算発表時の公表値を修正し、売上高 百万円、

営業利益 百万円、経常利益 百万円、当期純利益 百万円を見込んでおります。なお、今後の為替 

レートを１ＵＳドル＝76円、１ユーロ＝100円と想定しております。詳細につきましては、本日開示の「通期業績

予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

221,003 27,505

11.1 5,534 10,876

66.3 6,502 10,436 61.6

2,861 101 3.4

161,000 18,907 10.5

2,183

5,447 71.4

35,653 7,001 16.4

481 1,631 －

39,456 4,583

10.4 3,643 3,492

48.9

11,854 1,016 9.4 86

248 74.0

253,729 5,975

97,516 1,063

156,213 4,912

316,000

11,500 12,500 6,900



（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用については、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。  

 ただし、当該見積実効税率を用いて計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用す

る方法を採用しております。  

  なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

   

２．サマリー情報（その他）に関する事項



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 27,156 18,188

受取手形及び売掛金 41,643 47,446

有価証券 45,479 38,960

商品及び製品 6,776 6,502

仕掛品 11,527 11,982

原材料及び貯蔵品 4,156 4,058

その他 14,274 13,809

貸倒引当金 △38 △39

流動資産合計 150,976 140,909

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 26,173 24,565

機械装置及び運搬具（純額） 20,428 19,584

その他（純額） 23,330 25,143

有形固定資産合計 69,932 69,293

無形固定資産 2,024 1,671

投資その他の資産   

投資有価証券 21,671 25,255

その他 15,223 16,724

貸倒引当金 △123 △124

投資その他の資産合計 36,771 41,855

固定資産合計 108,727 112,820

資産合計 259,704 253,729



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(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 38,716 43,714

短期借入金 4,011 4,513

1年内返済予定の長期借入金 276 2,209

未払法人税等 672 1,388

賞与引当金 5,765 3,074

製品保証引当金 8,939 2,041

その他の引当金 244 203

資産除去債務 113 －

その他 14,213 16,679

流動負債合計 72,954 73,825

固定負債   

長期借入金 7,878 6,176

退職給付引当金 16,748 16,691

その他の引当金 583 489

資産除去債務 67 67

その他 347 265

固定負債合計 25,625 23,690

負債合計 98,579 97,516

純資産の部   

株主資本   

資本金 22,856 22,856

資本剰余金 25,134 25,134

利益剰余金 124,833 125,165

自己株式 △7,045 △7,049

株主資本合計 165,778 166,107

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △42 △1,414

為替換算調整勘定 △9,074 △12,358

その他の包括利益累計額合計 △9,117 △13,773

新株予約権 662 737

少数株主持分 3,801 3,142

純資産合計 161,125 156,213

負債純資産合計 259,704 253,729



（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：百万円）

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

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

売上高 248,508 221,003

売上原価 211,147 196,532

売上総利益 37,360 24,471

販売費及び一般管理費 20,950 18,936

営業利益 16,410 5,534

営業外収益   

受取利息 384 420

受取配当金 142 169

持分法による投資利益 381 444

助成金収入 134 468

その他 314 424

営業外収益合計 1,358 1,927

営業外費用   

支払利息 187 212

為替差損 569 672

その他 73 74

営業外費用合計 830 959

経常利益 16,938 6,502

特別利益   

固定資産売却益 － 25

新株予約権戻入益 61 69

特別利益合計 61 94

特別損失   

固定資産除売却損 － 23

投資有価証券評価損 3 32

持分変動損失 － 356

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 184 －

製品保証引当金繰入額 12,535 －

特別損失合計 12,722 412

税金等調整前四半期純利益 4,276 6,184

法人税等 764 3,253

少数株主損益調整前四半期純利益 3,512 2,931

少数株主利益 549 69

四半期純利益 2,962 2,861



（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：百万円）

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

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

少数株主損益調整前四半期純利益 3,512 2,931

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △313 △1,318

為替換算調整勘定 △4,131 △3,567

持分法適用会社に対する持分相当額 △110 98

その他の包括利益合計 △4,555 △4,787

四半期包括利益 △1,043 △1,856

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,364 △1,794

少数株主に係る四半期包括利益 321 △62



該当事項はありません。 

   

   

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

              報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

（注）１ 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、欧州及び南米の現地法人 

     の事業活動を含んでおります。 

  ２ セグメント利益の調整額 百万円は、セグメント間取引消去であります。 

３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

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

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

（注）１ 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、欧州及び南米の現地法人 

     の事業活動を含んでおります。 

  ２ セグメント利益又はセグメント損失(△)の調整額101百万円は、セグメント間取引消去であります。 

３ セグメント利益又はセグメント損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っており 

  ます。 

   

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）セグメント情報等

  （単位：百万円）

  報告セグメント  その他 

（注）１ 
合計 

調整額 
（注）２ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）３   日本 北米 アジア 計

売上高             

外部顧客への売上高  154,055  42,539  41,100  237,696  10,812  248,508  －  248,508

セグメント間の内部
売上高又は振替高  25,851  114  2,938  28,904  26  28,931  △28,931  －

計  179,907  42,654  44,039  266,600  10,838  277,439  △28,931  248,508

セグメント利益  7,630  1,150  7,135  15,915  334  16,250  159  16,410

159

  （単位：百万円）

  報告セグメント  その他 

（注）１ 
合計 

調整額 
（注）２ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）３   日本 北米 アジア 計

売上高             

外部顧客への売上高  136,895  35,566  36,725  209,187  11,816  221,003  －  221,003

セグメント間の内部
売上高又は振替高  24,105  87  2,730  26,922  37  26,960  △26,960  －

計  161,000  35,653  39,456  236,109  11,854  247,964  △26,960  221,003

セグメント利益又は 

セグメント損失(△) 
 2,183  △481  3,643  5,345  86  5,432  101  5,534

（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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