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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 462,772 △0.9 15,647 △7.2 15,368 △7.0 8,448 △5.6

23年3月期第2四半期 467,084 37.4 16,864 ― 16,526 ― 8,948 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 897百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △4,385百万円 （―％）

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2四半期 24.71 ―

23年3月期第2四半期 26.84 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 873,243 330,716 35.9
23年3月期 842,220 336,086 37.8

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  313,632百万円 23年3月期  318,351百万円

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  ：  有  
 

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 ― 7.00 ― 9.00 16.00
24年3月期 ― 7.00

24年3月期（予想） ― 9.00 16.00

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  ：  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 960,000 0.5 45,000 12.7 45,000 11.8 24,000 19.7 70.20



(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、本資料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、実際の業績は今後様々な要因によって予
想数値と異なる場合があります。なお、業績予想に関する事項は、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)連結業績予想に関する定性的情
報」をご参照ください。 

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2Q 342,186,307 株 23年3月期 342,186,307 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 289,051 株 23年3月期 272,502 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 341,897,794 株 23年3月期2Q 333,354,909 株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災による景気の落ち込みから回復基調

にありましたが、急速な円高の進行により景気の下振れが懸念される局面が見られました。 

 海外におきましては、欧州の債務問題への不安や、米国の緩慢な景気回復により、景気の下振れ懸念

が強まっております。また、アジアにおきましては、中国で景気の減速懸念が見られたものの、総じて

景気の回復傾向が続いております。 

 このような状況の中で、当社グループの平成24年３月期第２四半期連結累計期間の連結業績は、売上

高は4,627億72百万円と前年同期に比べ43億11百万円、率にして0.9％の減収となりました。 

 セグメント別に見ますと、「機械器具部品」におきましては、当期間の後半には自動車メーカーの生

産が震災の影響から回復してまいりましたが、前年同期と比較しますと、ステアリング、駆動系部品の

販売は減少となりました。一方、ベアリングはアジア、欧州を中心に自動車向け、産業機械向けの販売

が増加したため、売上高は3,948億71百万円となり、前年同期に比べ163億84百万円、率にして4.0％減

収に留まりました。 

 一方、「工作機械」におきましては、国内外ともに需要が増加したことにより、売上高は前年同期に

比べ120億72百万円、率にして21.6％増収の679億１百万円となりました。 

 営業利益につきましては、上記のとおり、「機械器具部品」の売上高の減少による影響を「工作機

械」の売上高の増加で吸収できず、12億17百万円減益の156億47百万円、経常利益につきましては153億

68百万円となりました。また、四半期純利益につきましては84億48百万円となりました。 

  

当第２四半期における総資産は、当第２四半期連結累計期間の後半に売上高が増加したことによる売

上債権の増加等により、8,732億43百万円と前期末に比べ310億22百万円の増加となりました。負債につ

きましては、有利子負債の増加等により、前期末に比べ363億92百万円増加の5,425億26百万円となりま

した。また純資産は、前期末に比べ53億69百万円減少の3,307億16百万円となりました。 

  

平成23年8月１日に公表いたしました平成24年３月期通期の連結業績予想につきましては、変更あり

ません。 

 為替レートにつきましては、第３四半期以降、１USドル75円、１ユーロ105円を前提としておりま

す。 

 なお、タイにおいて洪水被害が各地で発生しておりますが、この被害が当社グループの業績に与える

影響につきましては現在調査中であり、当業績予想には織り込んでおりません。 

  

  

  

  

  

  

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

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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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。  

  

  

2. サマリー情報(その他)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等
  (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２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 68,679 60,384

受取手形及び売掛金 169,597 192,412

有価証券 49,032 58,032

たな卸資産 130,998 137,811

その他 44,555 50,094

貸倒引当金 △982 △1,056

流動資産合計 461,880 497,679

固定資産

有形固定資産

機械装置及び運搬具（純額） 134,773 130,542

その他（純額） 155,553 161,562

有形固定資産合計 290,326 292,104

無形固定資産 8,412 7,441

投資その他の資産 81,600 76,018

固定資産合計 380,339 375,563

資産合計 842,220 873,243

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 152,164 162,897

短期借入金 63,692 84,780

1年内返済予定の長期借入金 18,478 24,530

未払法人税等 5,522 4,072

役員賞与引当金 459 203

製品保証引当金 10,240 9,386

その他 62,625 63,412

流動負債合計 313,183 349,284

固定負債

社債 40,000 40,000

長期借入金 83,923 84,800

退職給付引当金 57,333 58,565

役員退職慰労引当金 3,283 2,512

環境対策引当金 778 740

負ののれん 2,059 1,557

その他 5,572 5,066

固定負債合計 192,949 193,242

負債合計 506,133 542,526
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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２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 45,591 45,591

資本剰余金 108,237 108,237

利益剰余金 195,035 198,340

自己株式 △381 △382

株主資本合計 348,483 351,787

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 9,356 6,802

為替換算調整勘定 △39,488 △44,957

その他の包括利益累計額合計 △30,132 △38,155

少数株主持分 17,735 17,084

純資産合計 336,086 330,716

負債純資産合計 842,220 873,243
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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 百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

売上高 467,084 462,772

売上原価 400,061 394,575

売上総利益 67,023 68,196

販売費及び一般管理費 50,158 52,549

営業利益 16,864 15,647

営業外収益

受取利息 284 364

受取配当金 296 408

持分法による投資利益 1,066 746

製品保証引当金戻入額 － 992

その他 2,186 1,969

営業外収益合計 3,834 4,481

営業外費用

支払利息 1,477 1,529

為替差損 1,465 1,426

その他 1,229 1,803

営業外費用合計 4,172 4,760

経常利益 16,526 15,368

特別利益

固定資産売却益 1,137 34

負ののれん発生益 － 168

特別利益合計 1,137 202

特別損失

固定資産除却損 699 383

減損損失 817 433

災害による損失 － 3,298

環境対策引当金繰入額 755 －

反ダンピング税過年度精算額 294 282

事業構造改善費用 516 －

その他 84 315

特別損失合計 3,168 4,713

税金等調整前四半期純利益 14,495 10,858

法人税等 4,334 1,689

少数株主損益調整前四半期純利益 10,161 9,168

少数株主利益 1,213 720

四半期純利益 8,948 8,448
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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 百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 10,161 9,168

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △3,654 △2,564

為替換算調整勘定 △10,171 △5,252

持分法適用会社に対する持分相当額 △720 △454

その他の包括利益合計 △14,546 △8,271

四半期包括利益 △4,385 897

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △5,291 424

少数株主に係る四半期包括利益 905 472
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 該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30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)

 
  

2  報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差

額の主な内容(差異調整に関する事項) 

(単位 百万円)

 
  

  (3)継続企業の前提に関する注記

  (4)セグメント情報

報告セグメント
合計

機械器具部品 工作機械

売上高

 (1) 外部顧客への売上高 411,256 55,828 467,084

 (2) セグメント間の内部売上高又は振替高 71 4,299 4,370

計 411,327 60,127 471,454

セグメント利益 16,539 143 16,683

利 益 金 額

報告セグメント計 16,683

セグメント間取引消去 181

四半期連結損益計算書の営業利益 16,864
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当第２四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30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)

 
  

2  報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差

額の主な内容(差異調整に関する事項) 

(単位 百万円)

 
  

 該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

報告セグメント
合計

機械器具部品 工作機械

売上高

 (1) 外部顧客への売上高 394,871 67,901 462,772

 (2) セグメント間の内部売上高又は振替高 201 8,790 8,991

計 395,072 76,691 471,764

セグメント利益 10,323 5,440 15,763

利 益 金 額

報告セグメント計 15,763

セグメント間取引消去 △116

四半期連結損益計算書の営業利益 15,647

  (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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