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コード番号 7241 東証・名証第1部 
お問合せ先 上席執行役員 小木曽 伸 一 
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（訂正）「平成26年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の再訂正について 

 

 

当社は、平成27年5月11日に一部訂正を発表した「平成26年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕

（連結）」を再訂正いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１．訂正の理由および経緯 

訂正の理由および経緯につきましては、平成27年6月30日付け「過年度の有価証券報告書等の訂正

報告書の提出に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

 

 

２．訂正箇所 

訂正箇所が多数に及ぶため、訂正後及び訂正前の全文をそれぞれ添付し、訂正箇所には下線を付し

て表示しております。 

  

以 上 



（訂正後） 

 

平成26年３月期  第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 
平成25年７月30日 

 
上 場 会 社 名 フタバ産業株式会社 上場取引所 東 名 
コ ー ド 番 号 7241 ＵＲＬ http://www.futabasangyo.com 
代 表 者 (役職名) 取締役社長 (氏名) 三島 康博   
問合せ先責任者 (役職名) 取締役 専務執行役員 (氏名) 佐々木 康夫 TEL 0564-31-2211 
四半期報告書提出予定日 平成25年８月８日 配当支払開始予定日 ─ 
四半期決算補足説明資料作成の有無  ：有   
四半期決算説明会開催の有無  ：有 (証券アナリスト・機関投資家向け)  
 

（百万円未満切捨て） 

１．平成26年３月期第１四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年６月30日） 
(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１四半期 95,965 △0.9 180 △66.2 449 － △135 － 
25年３月期第１四半期 96,869 38.2 532 － △240 － △643 － 

（注）包括利益  26年３月期第１四半期 4,645百万円（520.2％）  25年３月期第１四半期 748百万円（－％） 

 

 
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１四半期 △1.94 － 
25年３月期第１四半期 △9.19 － 
 
(2) 連結財政状態 

 総  資  産 純  資  産 自己資本比率 
 百万円 百万円 ％ 

26年３月期第１四半期 235,428 55,029 17.1 
25年３月期 225,314 49,691 16.2 

（参考）自己資本    26年３月期第１四半期  40,159百万円  25年３月期  36,429百万円 

 
２．配当の状況 

 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 － 0.00 － 0.00 0.00 

26年３月期 －     

26年３月期(予想)  0.00 －     
（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ： 無 
（注）平成26年３月期の配当につきましては、未定としております。 

 
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、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率） 

 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) 

190,000 0.2 1,000 99.9 400 － △300 － △4.29 

通      期 377,000 3.2 2,600 － 1,400 － 100 － 1.43 
（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ： 無 

 



 

※ 注記事項 
 
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 
： 無 
 

新規 ─社（社名） 、除外 ─社（社名） 
  
(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】２ページ「２.サマリー情報(注記事項)に関する事項」をご覧下さい。 

 
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

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 

  
(4) 発行済株式数（普通株式）  

①  期末発行済株式数(自己株式を含む) 26年３月期１Ｑ 70,049,627株 25年３月期 70,049,627株 
②  期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 95,527株 25年３月期 95,211株 
③  期中平均株式数(四半期累計) 26年３月期１Ｑ 69,954,175株 25年３月期１Ｑ 69,955,392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は終了しておりません。 
 
※ 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予想は、現時点での入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、その情報の

不確実性のほか、今後の経済情勢、市場動向、株価・為替動向等の状況変化により予想数値と異なる可能性があります。なお、業

績に関する事項は、【添付資料】２ページ「１.当四半期決算に関する定性的情報 (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。 
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

(1)  経営成績に関する説明 

当第１四半期連結累計期間における世界経済は、米国では緩やかな回復が持続しているものの、
欧州では財政金融不安の再燃等を背景とした景気後退が続いております。また、景気拡大が続い
てきた中国、インドを始めとした新興国においても景気の拡大テンポが弱まってきており、総じ
て厳しい状況にあります。 
国内経済は、円安による輸出環境の改善や大胆な金融政策、機動的な財政政策、新たな成長戦

略の効果、いわゆるアベノミクス効果を背景に、景気回復へ向かうことが期待されておりますが、
世界経済の減速懸念等もあり、予断を許さない状況が続いております。 
当社グループの主要取引先であります自動車業界においては、グローバルレベルで見れば、北

米において回復が続いているものの、欧州においては依然として低迷しております。また、中国
においては日中関係の冷え込みの影響もあり、やや低迷しております。国内市場においてはエコ
カー補助金の政策効果一巡に伴う販売減もあり、やや弱い動きとなっております。 

こうした状況のなか、当社グループにおいては、生産体制の見直し、生産効率の向上、原価改
善の推進及び物流費の低減などの収益改善活動等に積極的に取り組んでまいりました。 
当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高は959億円(前年同四半期比0.9％減)となり、営業

利益は１億円(前年同四半期比66.2％減)、経常利益は４億円(前年同四半期は２億円の経常損失)、
四半期純損失は１億円(前年同四半期は６億円の四半期純損失)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。 
①日本 

売上高はエコカー補助金の政策効果一巡に伴う販売減の影響により、589億円(前年同四半
期比8.7％減)となりました。セグメント利益は４億円(前年同四半期比91.6％増)となりまし
た。 
②北米 

売上高は195億円(前年同四半期比32.5％増)となりました。セグメント損失は２億円(前年
同四半期は４億円のセグメント損失)なりました。 
③欧州 

売上高は58億円(前年同四半期比1.5％増)となりました。セグメント損失は１億円(前年同
四半期は１億円のセグメント損失)となりました。 
④アジア 

売上高は156億円(前年同四半期比4.3％増)となりました。セグメント利益は１億円(前年同
四半期比76.1％減)となりました。 

 

(2)  財政状態に関する説明 

当第１四半期連結会計期間末の総資産については、有形固定資産の増加、現金及び預金の増加、
投資有価証券の増加等により、前連結会計年度末に比べて101億円増加し、2,354億円となりまし
た。負債については、未払費用の増加、仕入債務の増加等により、前連結会計年度末に比べて47
億円増加し、1,803億円となりました。純資産については、為替換算調整勘定の増加等により、
前連結会計年度末に比べて53億円増加し、550億円となりました。 

 

(3)  連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

今期の見通しにつきましては、世界経済は、欧州の財政金融不安や中国の景気の拡大テンポの
弱まりを背景にした景気減速懸念により先行きは不透明であり、予断を許さない状況にあります。
国内経済では、当社グループの主要取引先であります自動車業界においては、アベノミクス効果
を背景に、回復へ向かうことが期待されておりますが、世界経済の減速懸念等により大きく影響
を受ける状況も予想されます。 

なお、第２四半期累計期間、通期の連結業績予想につきましては、平成25年５月７日決算発表
時の公表値を修正しておりません。 

 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

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) 
一部の連結子会社における税金費用については、当第１四半期連結累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。 
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。 
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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：百万円) 

 
前連結会計年度 

(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 

(平成25年６月30日) 

資産の部     

 流動資産     

  現金及び預金  17,888  21,378 

  受取手形及び売掛金  46,318  47,787 

  製品  4,014  3,964 

  仕掛品  10,478  10,038 

  原材料及び貯蔵品  3,916  4,040 

  繰延税金資産  4  4 

  その他  7,629  7,544 

  貸倒引当金  △24  △24 

  流動資産合計  90,225  94,734 

 固定資産     

  有形固定資産     

   建物及び構築物（純額）  29,397  30,881 

   機械装置及び運搬具（純額）  44,784  46,503 

   工具、器具及び備品（純額）  3,836  3,958 

   土地  14,434  14,482 

   リース資産（純額）  4,644  4,834 

   建設仮勘定  10,233  10,171 

   有形固定資産合計  107,331  110,832 

  無形固定資産  1,119  1,023 

  投資その他の資産     

   投資有価証券  20,904  22,843 

   長期貸付金  2,005  2,013 

   繰延税金資産  555  812 

   その他  5,618  5,614 

   貸倒引当金  △2,444  △2,444 

   投資その他の資産合計  26,638  28,838 

  固定資産合計  135,089  140,694 

 資産合計  225,314  235,428 
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  (単位：百万円) 

 
前連結会計年度 

(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 

(平成25年６月30日) 

負債の部     

 流動負債     

  支払手形及び買掛金  45,802  47,428 

  短期借入金  41,825  43,087 

  １年内返済予定の長期借入金  8,315  9,956 

  リース債務  4,047  4,075 

  未払法人税等  267  447 

  未払消費税等  722  426 

  リコール損失引当金  27  10 

  未払費用  7,908  9,761 

  その他  6,160  5,757 

  流動負債合計  115,077  120,951 

 固定負債     

  長期借入金  40,702  38,454 

  リース債務  1,272  1,257 

  繰延税金負債  8,147  9,150 

  退職給付引当金  9,507  9,693 

  役員退職慰労引当金  88  69 

  製品保証引当金  344  344 

  資産除去債務  189  189 

  その他  292  287 

  固定負債合計  60,545  59,446 

 負債合計  175,623  180,398 

純資産の部     

 株主資本     

  資本金  11,820  11,820 

  資本剰余金  10,413  8,616 

  利益剰余金  6,857  8,752 

  自己株式  △147  △147 

  株主資本合計  28,943  29,041 

 その他の包括利益累計額     

  その他有価証券評価差額金  8,588  9,860 

  為替換算調整勘定  △1,102  1,258 

  その他の包括利益累計額合計  7,486  11,118 

 少数株主持分  13,261  14,869 

 純資産合計  49,691  55,029 

負債純資産合計  225,314  235,428 
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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24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年６月30日) 

売上高  96,869  95,965 

売上原価  92,050  91,562 

売上総利益  4,818  4,403 

販売費及び一般管理費  4,286  4,223 

営業利益  532  180 

営業外収益     

 受取利息  23  106 

 受取配当金  94  144 

 作業くず売却益  71  76 

 為替差益  －  201 

 デリバティブ評価益  －  13 

 雑収入  88  183 

 営業外収益合計  278  726 

営業外費用     

 支払利息  309  302 

 持分法による投資損失  14  1 

 為替差損  412  － 

 デリバティブ評価損  11  － 

 雑損失  304  152 

 営業外費用合計  1,051  457 

経常利益又は経常損失（△）  △240  449 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△） 

 △240  449 

法人税等  285  401 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△） 

 △526  47 

少数株主利益  117  183 

四半期純損失（△）  △643  △135 
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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24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△） 

 △526  47 

その他の包括利益     

 その他有価証券評価差額金  △854  1,272 

 為替換算調整勘定  1,823  3,071 

 持分法適用会社に対する持分相当額  305  253 

 その他の包括利益合計  1,275  4,597 

四半期包括利益  748  4,645 

（内訳）     

 親会社株主に係る四半期包括利益  △45  3,496 

 少数株主に係る四半期包括利益  794  1,148 
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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) 

    ①資本準備金の額の減少及び剰余金の処分に関する事項 

 当社は、平成25年５月23日の取締役会において、会社法第459条第１項の規定に基づく定款の定

めにより、資本準備金の額の減少及び剰余金の処分について決議いたしました。 

 

１ 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の目的 

資本準備金の額を減少し剰余金の処分を行うことによって、繰越利益剰余金の欠損を填補する

もの。 

２ 資本準備金の額の減少の要領 

会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金を減少しその他資本剰余金に振替えるもの。 

(1) 減少する準備金の項目及びその額 

  資本準備金     1,797百万円 

(2) 増加する剰余金の項目及びその額 

  その他資本剰余金  1,797百万円 

３ 剰余金の処分の要領 

会社法第452条の規定に基づき、上記２で振替えたその他資本剰余金をさらに繰越利益剰余金に

振替え、欠損を填補するもの。 

(1) 減少する剰余金の項目及びその額 

  その他資本剰余金  1,797百万円 

(2) 増加する剰余金の項目及びその額 

  繰越利益剰余金   1,797百万円 

４ 資本準備金の額の減少及び剰余金の効力の発生日 

(1) 取締役会決議日   平成25年５月23日 

(2) 効力発生日     平成25年５月23日 

      

    ②持分法適用に関する事項 

前連結会計年度において持分法非適用会社であった関連会社１社は、重要性が増したため、当

第１四半期連結会計期間から持分法の適用の範囲に含めております。この結果、当第１四半期連

結会計期間の期首において、利益剰余金が、233百万円増加し、当第１四半期連結会計期間末にお

いて、利益剰余金が、8,752百万円となっております。 
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(セグメント情報) 

前第１四半期連結累計期間（自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日） 

（単位：百万円） 

 
報告セグメント 

調整額 
(注)１ 

合計 
(注)２ 

日本 北米 欧州 アジア 計 

売上高        

  外部顧客への売上高 61,418 14,746 5,756 14,948 96,869 － 96,869 

  セグメント間の内部売上
高又は振替高 

3,156 － － 61 3,217 △3,217 － 

計 64,575 14,746 5,756 15,009 100,086 △3,217 96,869 

セグメント利益又は 
セグメント損失（△） 

216 △461 △118 678 314 218 532 

(注) １ セグメント利益の調整額218百万円は、セグメント間取引消去であります。 

２ 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25年４月１日  至  平成25年６月30日） 

（単位：百万円） 

 
報告セグメント 

調整額 
(注)１ 

合計 
(注)２ 

日本 北米 欧州 アジア 計 

売上高        

  外部顧客への売上高 55,000 19,545 5,838 15,580 95,965 － 95,965 

  セグメント間の内部売上
高又は振替高 

3,940 － 5 69 4,014 △4,014 － 

計 58,941 19,545 5,843 15,649 99,980 △4,014 95,965 

セグメント利益又は 
セグメント損失（△） 

415 △244 △170 161 162 17 180 

(注) １ セグメント利益の調整額17百万円は、セグメント間取引消去であります。 

２ 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。 
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平成26年３月期  第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 
平成25年７月30日 

上 場 会 社 名 フタバ産業株式会社 上場取引所 東 名 
コ ー ド 番 号 7241 ＵＲＬ http://www.futabasangyo.com 
代 表 者 (役職名) 取締役社長 (氏名) 三島 康博 
問合せ先責任者 (役職名) 取締役 専務執行役員 (氏名) 佐々木 康夫 TEL 0564-31-2211 
四半期報告書提出予定日 平成25年８月８日 配当支払開始予定日 ─ 
四半期決算補足説明資料作成の有無  ：有 
四半期決算説明会開催の有無  ：有 (証券アナリスト・機関投資家向け) 

（百万円未満切捨て） 

１．平成26年３月期第１四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年６月30日） 
(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１四半期 95,965 △0.9 180 △66.2 142 － △291 －
25年３月期第１四半期 96,869 38.2 532 － △240 － △643 －
（注）包括利益  26年３月期第１四半期 4,484百万円（506.5％）  25年３月期第１四半期 739百万円（－％） 

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１四半期 △4.17 －
25年３月期第１四半期 △9.19 －

(2) 連結財政状態 

総  資  産 純  資  産 自己資本比率 
百万円 百万円 ％ 

26年３月期第１四半期 236,616 56,369 17.5 
25年３月期 226,567 50,944 16.6 
（参考）自己資本    26年３月期第１四半期  41,499百万円  25年３月期  37,682百万円 

２．配当の状況 
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 － 0.00 － 0.00 0.00

26年３月期 － 

26年３月期(予想) 0.00 －
（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ： 無 
（注）平成26年３月期の配当につきましては、未定としております。 

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、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率） 

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) 

190,000 0.2 1,000 99.9 400 － △300 － △4.29

通   期 377,000 3.2 2,600 － 1,400 － 100 － 1.43
（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ： 無 

（訂正前）



※ 注記事項 

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 
（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

： 無 

新規 ─社（社名） 、除外 ─社（社名） 

(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】２ページ「２.サマリー情報(注記事項)に関する事項」をご覧下さい。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 
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 

(4) 発行済株式数（普通株式） 
① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 26年３月期１Ｑ 70,049,627株 25年３月期 70,049,627株
② 期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 95,527株 25年３月期 95,211株
③ 期中平均株式数(四半期累計) 26年３月期１Ｑ 69,954,175株 25年３月期１Ｑ 69,955,392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は終了しておりません。

※ 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予想は、現時点での入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、その情報の

不確実性のほか、今後の経済情勢、市場動向、株価・為替動向等の状況変化により予想数値と異なる可能性があります。なお、業

績に関する事項は、【添付資料】２ページ「１.当四半期決算に関する定性的情報 (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。 
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

(1)  経営成績に関する説明 

当第１四半期連結累計期間における世界経済は、米国では緩やかな回復が持続しているものの、
欧州では財政金融不安の再燃等を背景とした景気後退が続いております。また、景気拡大が続い
てきた中国、インドを始めとした新興国においても景気の拡大テンポが弱まってきており、総じ
て厳しい状況にあります。 
国内経済は、円安による輸出環境の改善や大胆な金融政策、機動的な財政政策、新たな成長戦

略の効果、いわゆるアベノミクス効果を背景に、景気回復へ向かうことが期待されておりますが、
世界経済の減速懸念等もあり、予断を許さない状況が続いております。 
当社グループの主要取引先であります自動車業界においては、グローバルレベルで見れば、北

米において回復が続いているものの、欧州においては依然として低迷しております。また、中国
においては日中関係の冷え込みの影響もあり、やや低迷しております。国内市場においてはエコ
カー補助金の政策効果一巡に伴う販売減もあり、やや弱い動きとなっております。 
こうした状況のなか、当社グループにおいては、生産体制の見直し、生産効率の向上、原価改

善の推進及び物流費の低減などの収益改善活動等に積極的に取り組んでまいりました。 
当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高は959億円(前年同四半期比0.9％減)となり、営業

利益は１億円(前年同四半期比66.2％減)、経常利益は１億円(前年同四半期は２億円の経常損失)、
四半期純損失は２億円(前年同四半期は６億円の四半期純損失)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。 
①日本

売上高はエコカー補助金の政策効果一巡に伴う販売減の影響により、589億円(前年同四半
期比8.7％減)となりました。セグメント利益は４億円(前年同四半期比91.6％増)となりまし
た。 
②北米

売上高は195億円(前年同四半期比32.5％増)となりました。セグメント損失は２億円(前年
同四半期は４億円のセグメント損失)なりました。 
③欧州

売上高は58億円(前年同四半期比1.5％増)となりました。セグメント損失は１億円(前年同
四半期は１億円のセグメント損失)となりました。 
④アジア

売上高は156億円(前年同四半期比4.3％増)となりました。セグメント利益は１億円(前年同
四半期比76.1％減)となりました。 

(2)  財政状態に関する説明 

当第１四半期連結会計期間末の総資産については、有形固定資産の増加、現金及び預金の増加、
投資有価証券の増加等により、前連結会計年度末に比べて100億円増加し、2,366億円となりまし
た。負債については、未払費用の増加、仕入債務の増加等により、前連結会計年度末に比べて46
億円増加し、1,802億円となりました。純資産については、為替換算調整勘定の増加等により、
前連結会計年度末に比べて54億円増加し、563億円となりました。 

(3)  連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

今期の見通しにつきましては、世界経済は、欧州の財政金融不安や中国の景気の拡大テンポの
弱まりを背景にした景気減速懸念により先行きは不透明であり、予断を許さない状況にあります。
国内経済では、当社グループの主要取引先であります自動車業界においては、アベノミクス効果
を背景に、回復へ向かうことが期待されておりますが、世界経済の減速懸念等により大きく影響
を受ける状況も予想されます。 
なお、第２四半期累計期間、通期の連結業績予想につきましては、平成25年５月７日決算発表

時の公表値を修正しておりません。 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

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) 
一部の連結子会社における税金費用については、当第１四半期連結累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。 
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。 
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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：百万円)

前連結会計年度 

(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間

(平成25年６月30日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 17,888 21,378

受取手形及び売掛金 46,318 47,787

製品 4,014 3,964

仕掛品 10,478 10,038

原材料及び貯蔵品 3,916 4,040

繰延税金資産 4 4

その他 7,629 7,544

貸倒引当金 △24 △24

 流動資産合計 90,225 94,734

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 29,397 30,881

機械装置及び運搬具（純額） 44,784 46,503

工具、器具及び備品（純額） 3,836 3,958

土地 14,434 14,482

リース資産（純額） 4,644 4,834

建設仮勘定 10,233 10,171

有形固定資産合計 107,331 110,832

無形固定資産 1,119 1,023

投資その他の資産 

投資有価証券 22,156 24,031

長期貸付金 2,005 2,013

繰延税金資産 555 812

その他 5,618 5,614

貸倒引当金 △2,444 △2,444

投資その他の資産合計 27,891 30,027

 固定資産合計 136,342 141,882

資産合計 226,567 236,616
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(単位：百万円)

前連結会計年度 

(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間

(平成25年６月30日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 45,802 47,428

短期借入金 41,825 43,087

１年内返済予定の長期借入金 8,315 9,956

リース債務 4,047 4,075

未払法人税等 267 447

未払消費税等 722 426

リコール損失引当金 27 10

未払費用 7,908 9,761

その他 6,160 5,757

流動負債合計 115,077 120,951

固定負債 

長期借入金 40,702 38,454

リース債務 1,272 1,257

繰延税金負債 8,147 8,999

退職給付引当金 9,507 9,693

役員退職慰労引当金 88 69

製品保証引当金 344 344

資産除去債務 189 189

その他 292 287

固定負債合計 60,545 59,295

 負債合計 175,623 180,247

純資産の部 

株主資本 

資本金 11,820 11,820

資本剰余金 10,413 8,616

利益剰余金 8,110 10,096

自己株式 △147 △147

株主資本合計 30,196 30,385

その他の包括利益累計額 

その他有価証券評価差額金 8,588 9,860

為替換算調整勘定 △1,102 1,253

その他の包括利益累計額合計 7,486 11,113

少数株主持分 13,261 14,869

純資産合計 50,944 56,369

負債純資産合計 226,567 236,616
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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24年４月１日 

至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間

(自 平成25年４月１日 

至 平成25年６月30日) 

売上高 96,869 95,965

売上原価 92,050 91,562

売上総利益 4,818 4,403

販売費及び一般管理費 4,286 4,223

営業利益 532 180

営業外収益 

受取利息 23 106

受取配当金 94 144

作業くず売却益 71 76

為替差益 － 201

デリバティブ評価益 － 13

雑収入 88 183

 営業外収益合計 278 726

営業外費用 

支払利息 309 302

持分法による投資損失 14 308

為替差損 412 －

デリバティブ評価損 11 －

雑損失 304 152

営業外費用合計 1,051 763

△240 142経常利益又は経常損失（△） 
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△） 

△240 142

法人税等 285 250

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △526 △108

117 183少数株主利益 

四半期純損失（△） △643 △291
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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24年４月１日 

至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間

(自 平成25年４月１日 

至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △526 △108

その他の包括利益 

その他有価証券評価差額金 △863 1,272

為替換算調整勘定 1,823 3,071

持分法適用会社に対する持分相当額 305 248

その他の包括利益合計 1,265 4,592

四半期包括利益 739 4,484

（内訳） 

親会社株主に係る四半期包括利益 △54 3,335

少数株主に係る四半期包括利益 794 1,148
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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) 

①資本準備金の額の減少及び剰余金の処分に関する事項

 当社は、平成25年５月23日の取締役会において、会社法第459条第１項の規定に基づく定款の定

めにより、資本準備金の額の減少及び剰余金の処分について決議いたしました。 

１ 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の目的 

資本準備金の額を減少し剰余金の処分を行うことによって、繰越利益剰余金の欠損を填補する

もの。 

２ 資本準備金の額の減少の要領 

会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金を減少しその他資本剰余金に振替えるもの。 

(1) 減少する準備金の項目及びその額 

  資本準備金     1,797百万円 

(2) 増加する剰余金の項目及びその額 

 その他資本剰余金  1,797百万円 

３ 剰余金の処分の要領 

会社法第452条の規定に基づき、上記２で振替えたその他資本剰余金をさらに繰越利益剰余金に

振替え、欠損を填補するもの。 

(1) 減少する剰余金の項目及びその額 

その他資本剰余金  1,797百万円 

(2) 増加する剰余金の項目及びその額 

 繰越利益剰余金   1,797百万円 

４ 資本準備金の額の減少及び剰余金の効力の発生日 

(1) 取締役会決議日   平成25年５月23日 

(2) 効力発生日     平成25年５月23日 

②持分法適用に関する事項

前連結会計年度において持分法非適用会社であった関連会社２社は、重要性が認められるため、

当第１四半期連結会計期間から持分法の適用の範囲に含めております。この結果、当第１四半期

連結会計期間の期首において、利益剰余金が、481百万円増加し、当第１四半期連結会計期間末に

おいて、利益剰余金が、10,096百万円となっております。 
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(セグメント情報) 

前第１四半期連結累計期間（自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日） 

（単位：百万円） 

報告セグメント 
調整額 
(注)１ 

合計 
(注)２ 

日本 北米 欧州 アジア 計 

売上高 

  外部顧客への売上高 61,418 14,746 5,756 14,948 96,869 － 96,869

 セグメント間の内部売上
高又は振替高 

3,156 － － 61 3,217 △3,217 －

計 64,575 14,746 5,756 15,009 100,086 △3,217 96,869

セグメント利益又は 
セグメント損失（△） 

216 △461 △118 678 314 218 532

(注) １ セグメント利益の調整額218百万円は、セグメント間取引消去であります。 

２ 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25年４月１日  至  平成25年６月30日） 

（単位：百万円） 

報告セグメント 
調整額 
(注)１ 

合計 
(注)２ 

日本 北米 欧州 アジア 計 

売上高 

  外部顧客への売上高 55,000 19,545 5,838 15,580 95,965 － 95,965

 セグメント間の内部売上
高又は振替高 

3,940 － 5 69 4,014 △4,014 －

計 58,941 19,545 5,843 15,649 99,980 △4,014 95,965

セグメント利益又は 
セグメント損失（△） 

415 △244 △170 161 162 17 180

(注) １ セグメント利益の調整額17百万円は、セグメント間取引消去であります。 

２ 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。 
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