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

24年3月期第1四半期 322,291 △10.3 6,554 △59.1 16,965 △12.0 13,873 7.0
23年3月期第1四半期 359,194 24.4 16,012 ― 19,270 ― 12,964 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 17,384百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △113,744百万円 （―％）

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1四半期 44.53 ―

23年3月期第1四半期 41.61 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 2,521,778 1,083,998 41.2
23年3月期 2,481,452 1,075,939 41.4

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  1,037,879百万円 23年3月期  1,028,217百万円

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 ― 25.00 ― 25.00 50.00
24年3月期 ―

24年3月期（予想） 25.00 ― 25.00 50.00

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、通期は対前期、第２四半期(累計)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) 710,000 △2.7 20,000 △44.8 26,000 △32.3 15,000 △36.7 48.14
通期 1,570,000 6.1 70,000 1.7 80,000 8.2 46,000 △2.6 147.64



(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 

(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 
本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連結財務諸表の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 
・本四半期決算短信に記載されている将来に関する事項は、本四半期決算短信の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、 
実際の業績は、経済情勢・為替相場の変動等の不確実性により、変更される可能性があります。 
・為替レートにつきましては、1USドル80円、1ユーロ112円を前提としております。 
・業績予想に関する事項は、添付資料3ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
・四半期決算補足説明資料は速やかに当社ウェブサイトに掲載する予定です。 

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1Q 325,840,640 株 23年3月期 325,840,640 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 14,276,228 株 23年3月期 14,275,721 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 311,564,621 株 23年3月期1Q 311,570,179 株
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当第１四半期連結累計期間の売上高は、前年同期を369億円(10％)下回る3,222億円となりました。 

 これをセグメントについてみますと、自動車におきましては、東日本大震災の影響により一部仕入先

での部品生産が停止し、生産活動が停滞した結果、売上高は前年同期を584億円(29％)下回る1,433億円

となりました。 

 このうち車両につきましては、ヴィッツ・ＲＡＶ４が減少したことにより、売上高は前年同期を390

億円(41％)下回る556億円となりました。 

エンジンにつきましては、ＡＤ型ディーゼルエンジンやＡＲ型ガソリンエンジンなどが減少したことに

より、売上高は前年同期を123億円(26％)下回る355億円となりました。 

カーエアコン用コンプレッサーにつきましては、海外向けは堅調に推移したものの、国内向けが減少し

た結果、売上高は前年同期を47億円(10％)下回る443億円となりました。 

 産業車両におきましては、国内生産への震災の影響があったものの、主力のフォークリフトトラック

が国内・海外向けともに増加したことにより、売上高は前年同期を224億円(20％)上回る1,361億円とな

りました。 

 物流におきましては、自動車部品などの運送事業が減少したことや、これまで子会社であった株式会

社通販物流サービスの保有株式をすべて売却したことにより、売上高は前年同期を34億円(12％)下回る

238億円となりました。 

 繊維機械におきましては、新興国向けが好調に推移したことにより、売上高は前年同期を19億円

(26％)上回る94億円となりました。 

利益につきましては、震災の影響により売上げが減少したことに加え、人件費の増加、原材料の値上

がりなどもあり、営業利益は前年同期を95億円(59％)下回る65億円、経常利益は前年同期を23億円

(12％)下回る169億円となりました。四半期純利益は前年同期を9億円(7％)上回る138億円となりまし

た。 

  

総資産につきましては、売掛金の増加や投資有価証券の時価評価額の増加などにより、前連結会計年

度末に比べ403億円増加し、2兆5,217億円となりました。負債につきましては、主に長期借入金が増加

したことにより、前連結会計年度末に比べ322億円増加し、1兆4,377億円となりました。純資産につき

ましては、前連結会計年度末に比べ80億円増加し、1兆839億円となりました。 

  

1．当四半期決算に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

(2) 連結財政状態に関する定性的情報
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通期の業績予想につきましては、連結売上高 1兆5,700億円、営業利益 700億円、経常利益 800億

円、当期純利益 460億円を見込んでおります。 

 なお、為替レートにつきましては、1USドル80円、1ユーロ112円を前提としております。 

  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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2．四半期連結財務諸表

(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１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 198,654 276,200

受取手形及び売掛金 152,121 184,694

リース投資資産 35,146 34,185

有価証券 132,430 63,880

商品及び製品 42,940 46,636

仕掛品 31,256 33,602

原材料及び貯蔵品 30,065 31,584

繰延税金資産 18,493 21,142

その他 32,646 29,502

貸倒引当金 △2,863 △2,819

流動資産合計 670,893 718,610

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 159,606 146,786

機械装置及び運搬具（純額） 185,988 180,812

工具、器具及び備品（純額） 23,634 23,433

土地 119,697 116,815

建設仮勘定 8,350 9,770

有形固定資産合計 497,278 477,617

無形固定資産

のれん 68,573 65,848

ソフトウエア 10,767 11,922

無形固定資産合計 79,340 77,771

投資その他の資産

投資有価証券 1,123,306 1,134,089

繰延税金資産 9,786 10,582

リース投資資産 71,480 72,450

その他 29,539 30,841

貸倒引当金 △173 △185

投資その他の資産合計 1,233,940 1,247,779

固定資産合計 1,810,559 1,803,168

資産合計 2,481,452 2,521,778
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 144,956 143,703

短期借入金 99,946 108,624

コマーシャル・ペーパー 11,133 12,661

1年内償還予定の社債 30,829 30,805

リース債務 37,873 38,187

未払金 14,349 11,237

未払法人税等 18,320 8,457

繰延税金負債 737 659

役員賞与引当金 521 154

その他 153,275 163,713

流動負債合計 511,944 518,204

固定負債

社債 205,649 205,526

長期借入金 236,602 259,225

リース債務 82,813 82,719

繰延税金負債 309,256 313,299

退職給付引当金 46,924 46,483

その他 12,321 12,321

固定負債合計 893,568 919,575

負債合計 1,405,512 1,437,779

純資産の部

株主資本

資本金 80,462 80,462

資本剰余金 106,179 106,179

利益剰余金 412,029 418,114

自己株式 △50,703 △50,704

株主資本合計 547,968 554,051

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 488,277 494,460

繰延ヘッジ損益 46 △3

為替換算調整勘定 △8,075 △10,629

その他の包括利益累計額合計 480,248 483,827

新株予約権 2,132 2,309

少数株主持分 45,589 43,810

純資産合計 1,075,939 1,083,998

負債純資産合計 2,481,452 2,521,778
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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：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第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)

売上高 359,194 322,291

売上原価 303,956 272,828

売上総利益 55,237 49,463

販売費及び一般管理費 39,225 42,909

営業利益 16,012 6,554

営業外収益

受取利息 2,399 2,375

受取配当金 7,479 10,283

その他 1,198 3,333

営業外収益合計 11,076 15,992

営業外費用

支払利息 4,217 3,947

その他 3,601 1,634

営業外費用合計 7,819 5,581

経常利益 19,270 16,965

税金等調整前四半期純利益 19,270 16,965

法人税、住民税及び事業税 9,631 6,718

法人税等調整額 △3,212 △3,631

法人税等合計 6,418 3,087

少数株主損益調整前四半期純利益 12,851 13,877

少数株主利益又は少数株主損失（△） △112 4

四半期純利益 12,964 13,873
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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：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第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)

少数株主損益調整前四半期純利益 12,851 13,877

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △112,886 6,109

繰延ヘッジ損益 30 △49

為替換算調整勘定 △13,292 △2,521

持分法適用会社に対する持分相当額 △448 △30

その他の包括利益合計 △126,596 3,507

四半期包括利益 △113,744 17,384

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △112,631 17,452

少数株主に係る四半期包括利益 △1,113 △67
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該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日) 

(単位：百万円) 

 
(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、その主要な製品は、半導体パッ

ケージ基板であります。 

２ セグメント利益の調整額131百万円は、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。 

  

当第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) 

(単位：百万円) 

 
(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、その主要な製品は、半導体パッ

ケージ基板であります。 

２ セグメント利益の調整額75百万円は、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。 

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) セグメント情報

自動車 産業車両 物流 繊維機械 その他 合計 調整額

四半期
連結損益
計算書 
計上額

売上高

外部顧客への売上高 201,719 113,795 27,211 7,543 8,924 359,194 ― 359,194

セグメント間の内部 
売上高又は振替高

4,753 216 1,399 0 1,976 8,346 △8,346 ―

計 206,472 114,011 28,611 7,543 10,901 367,540 △8,346 359,194

セグメント利益 9,227 4,349 1,224 220 858 15,880 131 16,012

自動車 産業車両 物流 繊維機械 その他 合計 調整額

四半期
連結損益
計算書 
計上額

売上高

外部顧客への売上高 143,392 136,135 23,845 9,471 9,447 322,291 ― 322,291

セグメント間の内部 
売上高又は振替高

5,608 140 1,992 18 2,344 10,104 △10,104 ―

計 149,001 136,275 25,838 9,490 11,791 332,396 △10,104 322,291

セグメント利益又は損失
(△)

△2,447 7,552 456 399 519 6,479 75 6,554
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当第１四半期連結累計期間において、7,789百万円の剰余金の配当を行っております。 

  

(会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準) 

当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更および過去の誤謬の訂正より、「会計

上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月4日）および「会計

上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月

4日）を適用しております。 

  

  

  

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

(6) 追加情報
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