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

26年3月期第3四半期 37,998 5.6 1,654 △18.2 1,673 △8.5 1,043 △39.9
25年3月期第3四半期 35,979 △1.6 2,023 △30.6 1,829 △25.2 1,734 △27.9

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 3,460百万円 （79.2％） 25年3月期第3四半期 1,930百万円 （30.1％）

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3四半期 12.69 12.67
25年3月期第3四半期 21.12 21.09

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

26年3月期第3四半期 62,027 24,279 39.0 294.71
25年3月期 61,241 22,716 34.8 259.46
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 24,221百万円 25年3月期 21,315百万円

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 ― 0.00 ― 5.00 5.00
26年3月期 ― 0.00 ―
26年3月期（予想） 5.00 5.00

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 50,000 6.3 2,500 12.3 2,300 5.3 1,400 △30.5 17.04



(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 
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、金融商品取引法に基づく四
半期財務諸表のレビュー手続は終了しております。 

※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、その達
成を当社として約束する趣旨のものではありません。実際の業績は様々な要因により異なる可能性があります。 

※ 注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
②①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3Q 83,741,579 株 25年3月期 83,741,579 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 1,554,117 株 25年3月期 1,587,666 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 82,178,112 株 25年3月期3Q 82,148,351 株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、円安基調が定着しつつあることや株高進展等によ

り景況感に改善が見られました。世界経済は、北米で景気回復基調にあるものの、欧州諸国における長

引く債務問題のほか、新興国の成長率の鈍化等が見られました。 

当グループが関連する自動車業界におきましては、円安により輸出は回復傾向にあり、日系自動車メ

ーカーの海外生産も緩やかな増加基調にあるものの、当社においては製品改廃をすすめたこと等によ

り、売上高は379億98百万円と前年同四半期比5.6％増となりました。 

損益面におきましては、第１四半期に海外拠点における税金還付請求訴訟に関する費用を計上した影

響等により、営業利益は16億54百万円と前年同四半期比18.2％減、経常利益は16億73百万円と前年同四

半期比8.5％減となり、四半期純利益は前年同四半期に受取補償金等の特別利益を計上したこともあ

り、10億43百万円と前年同四半期比39.9％減となりました。 

  

なお、セグメントの業績を示すと次のとおりであります。 

① 自動車関連製品事業 

自動車関連製品事業は、国内外の自動車生産が増加基調にあり、主力製品であるピストンリングやバ

ルブシート等の受注が増加した影響により、売上高は335億49百万円（前年同四半期比6.2％増）となっ

たものの、海外拠点において税金還付請求訴訟に関する費用を計上した影響等により、セグメント利益

は15億２百万円（前年同四半期比18.3％減）となりました。 

② 舶用・その他の製品事業 

舶用・その他の製品事業は、円高の是正により受注状況は回復傾向にあり、売上高は11億40百万円

（前年同四半期比11.4％増）となり、セグメント利益は１億34百万円（前年同四半期比322.2％増）と

なりました。  

③ その他 

商品等の販売事業を含むその他における売上高は、既存製品の受注減少により、33億８百万円（前年

同四半期比1.9％減）となり、セグメント利益は17百万円（前年同四半期比88.5％減）となりました。 

  

(資産)  

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ、7億円86百万円増加し、

620億27百万円となりました。これは主に、「受取手形及び売掛金」の増加８億58百万円、設備投資に

よる「有形固定資産」の増加12億２百万円及び保有株式の株価上昇に伴う「投資有価証券」の増加17億

20百万円に対し、「現金及び預金」の減少22億36百万円及び流動資産「その他」の減少５億61百万円が

あったこと等によるものであります。 

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

（２）財政状態に関する説明
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(負債)  

負債につきましては、前連結会計年度末に比べ、７億76百万円減少し、377億48百万円となりまし

た。これは主に、借入金の返済を進めたことによる「有利子負債」の減少９億21百万円、また「設備関

係支払手形」の減少10億70百万円に対し、「営業外電子記録債務」の増加５億61百万円、また「繰延税

金負債」の増加５億75百万円があったこと等によるものであります。 

(純資産) 

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ、15億62百万円増加し、242億79百万円となりまし

た。これは主に、「その他有価証券評価差額金」の増加11億11百万円、「為替換算調整勘定」の増加11

億49百万円及び「利益剰余金」の増加６億30百万円に対し、エヌティー ピストンリング インドネシ

ア社を100％完全子会社化したことによる「少数株主持分」の減少13億51百万円があったこと等による

ものであります。 

  

(キャッシュ・フローの状況の分析） 

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて22億

37百万円減少し、49億26百万円となりました。  

 当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであり

ます。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、49億59百万円の収入（前年同四半期比９億３百万円の増加）

となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が16億73百万円となり、減価償却費が29億83百

万円あったこと等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） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、52億53百万円の支出（前年同四半期比32億37百万円の増加）

となりました。これは主に、有形固定資産の取得35億87百万円及び子会社株式の追加取得による支出15

億45百万円等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） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、21億43百万円の支出（前年同四半期比17億49百万円の減少）

となりました。これは主に、借入金の返済を進めたことにより長期借入金が19億23百万円減少したこ

と、また配当金を４億７百万円支払したこと等によるものであります。  

  

平成26年３月期の業績予想につきましては、平成25年11月11日に公表いたしましたものに変更はござ

いません。 

  

該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,165 4,928 

受取手形及び売掛金 7,938 8,796 

たな卸資産 7,930 8,083 

繰延税金資産 638 494 

その他 1,290 729 

貸倒引当金 △44 △34 

流動資産合計 24,918 22,997 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 8,133 8,352 

機械装置及び運搬具（純額） 10,835 11,472 

土地 5,018 5,058 

建設仮勘定 1,904 2,144 

その他（純額） 809 876 

有形固定資産合計 26,701 27,904 

無形固定資産合計 969 993 

投資その他の資産   

投資有価証券 7,167 8,887 

長期貸付金 9 5 

繰延税金資産 235 255 

その他 1,379 1,105 

貸倒引当金 △140 △122 

投資その他の資産合計 8,651 10,133 

固定資産合計 36,322 39,030 

資産合計 61,241 62,027 
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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３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,089 4,688 

電子記録債務 － 2,376 

短期借入金 4,777 5,831 

1年内返済予定の長期借入金 3,662 2,556 

リース債務 387 425 

未払法人税等 301 360 

災害損失引当金 22 － 

設備関係支払手形 2,066 995 

営業外電子記録債務 － 561 

その他 3,150 3,011 

流動負債合計 21,457 20,808 

固定負債   

長期借入金 11,262 10,448 

リース債務 1,541 1,447 

繰延税金負債 752 1,327 

退職給付引当金 3,292 3,556 

その他 219 159 

固定負債合計 17,067 16,939 

負債合計 38,524 37,748 

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,839 9,839 

資本剰余金 5,875 5,875 

利益剰余金 5,254 5,884 

自己株式 △349 △342 

株主資本合計 20,620 21,257 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2,780 3,892 

繰延ヘッジ損益 △30 △22 

為替換算調整勘定 △2,054 △905 

その他の包括利益累計額合計 695 2,963 

新株予約権 13 21 

少数株主持分 1,387 35 

純資産合計 22,716 24,279 

負債純資産合計 61,241 62,027 
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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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年12月31日) 

売上高 35,979 37,998 

売上原価 28,322 29,775 

売上総利益 7,656 8,222 

販売費及び一般管理費 5,633 6,567 

営業利益 2,023 1,654 

営業外収益   

受取利息 4 5 

受取配当金 100 151 

為替差益 8 80 

その他 119 165 

営業外収益合計 233 403 

営業外費用   

支払利息 307 256 

その他 119 128 

営業外費用合計 427 384 

経常利益 1,829 1,673 

特別利益   

補助金収入 43 － 

災害損失引当金戻入額 67 － 

受取補償金 514 － 

特別利益合計 625 － 

税金等調整前四半期純利益 2,455 1,673 

法人税、住民税及び事業税 480 598 

法人税等還付税額 △57 － 

法人税等調整額 166 84 

法人税等合計 589 682 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,865 991 

少数株主利益又は少数株主損失（△） 130 △51 

四半期純利益 1,734 1,043 
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【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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,865 991 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 85 1,111 

繰延ヘッジ損益 △28 7 

為替換算調整勘定 7 1,349 

その他の包括利益合計 65 2,469 

四半期包括利益 1,930 3,460 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,803 3,311 

少数株主に係る四半期包括利益 127 148 
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 2,455 1,673 

減価償却費 2,787 2,983 

災害損失引当金の増減額（△は減少） △258 △22 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2 △29 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 221 257 

受取利息及び受取配当金 △105 △156 

支払利息 307 256 

為替差損益（△は益） △8 △80 

受取補償金 △514 － 

売上債権の増減額（△は増加） 1,262 △81 

たな卸資産の増減額（△は増加） 186 383 

未収入金の増減額（△は増加） △390 0 

仕入債務の増減額（△は減少） △900 △447 

その他 △747 404 

小計 4,299 5,141 

利息及び配当金の受取額 105 156 

利息の支払額 △281 △244 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △581 △593 

補償金の受取額 514 － 

補助金の受取額 － 499 

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,055 4,959 

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 △1,923 △3,587 

無形固定資産の取得による支出 △98 △25 

子会社株式の取得による支出 － △1,545 

その他 5 △94 

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,015 △5,253 

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） 224 690 

長期借入れによる収入 － 400 

長期借入金の返済による支出 △3,345 △2,323 

配当金の支払額 △244 △407 

少数株主への配当金の支払額 △261 △190 

その他 △265 △312 

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,892 △2,143 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △16 200 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,870 △2,237 

現金及び現金同等物の期首残高 7,697 7,163 

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,827 4,926 
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間（自  平成24年４月１日  至  平成24年12月31日） 

１  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 

（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、商品等の販売事業を含んでおりま

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一致しております。 

  

２  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間（自  平成25年４月１日  至  平成25年12月31日） 

１  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 

（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、商品等の販売事業を含んでおりま

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一致しております。 

  

（４）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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

報告セグメント
その他
(注１)

合計 調整額

四半期連結
損益計算書
計上額
(注２)

自動車関連
製品事業

舶用・その他
の製品事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 31,584 1,023 32,607 3,371 35,979 － 35,979

  セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － － － －

計 31,584 1,023 32,607 3,371 35,979 － 35,979

セグメント利益 1,840 31 1,871 151 2,023 － 2,023
 

報告セグメント
その他
(注１)

合計 調整額

四半期連結
損益計算書
計上額
(注２)

自動車関連
製品事業

舶用・その他
の製品事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 33,549 1,140 34,690 3,308 37,998 － 37,998

  セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － － － －

計 33,549 1,140 34,690 3,308 37,998 － 37,998

セグメント利益 1,502 134 1,637 17 1,654 － 1,654
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２  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

（のれんの金額の重要な変動） 

自動車関連製品事業において、第２四半期連結会計期間にエヌティー ピストンリング インドネシア

社の株式を少数株主より取得し、完全子会社としております。なお、当該事象によるのれんの増加額は、

当第３四半期連結累計期間においては93百万円であり、当第３四半期累計期間における償却額は４百万円

であります。 
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