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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第3四半期 1,563,271 6.9 46,919 1.5 59,181 △5.8 26,061 △29.5
24年3月期第3四半期 1,461,811 △1.1 46,215 △32.0 62,799 △30.7 36,952 △40.4

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 55,635百万円 （―％） 24年3月期第3四半期 △4,894百万円 （―％）

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

25年3月期第3四半期 32.86 ―
24年3月期第3四半期 46.59 46.59

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 2,141,459 1,178,518 47.4
24年3月期 2,072,064 1,138,931 47.7
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  1,015,194百万円 24年3月期  987,998百万円

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

24年3月期 ― 9.00 ― 10.00 19.00
25年3月期 ― 10.00 ―
25年3月期（予想） 11.00 21.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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 2,100,000 2.0 87,000 0.1 100,000 △6.3 45,000 △23.5 56.73



(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  

(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いません。 

※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見通し等の将来に関する記述は、決算日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績等は今後様々
な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

※  注記事項

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） 25年3月期3Q 793,940,571 株 24年3月期 793,940,571 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 736,121 株 24年3月期 732,373 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 793,206,241 株 24年3月期3Q 793,209,856 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における業績は、売上高は 百万円と前年同四半期連結累計期間対比 ％の

増収、営業利益は 百万円と前年同四半期連結累計期間対比 ％の増益、経常利益は 百万円と前年同

四半期連結累計期間対比 ％の減益、四半期純利益は 百万円と前年同四半期連結累計期間対比 ％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 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、 百万円と前連結会計年度末対比 百万円増加しまし

た。 

主な増減としては、資産の部では、受取手形及び売掛金が期末売上債権の回収などで減少した一方で、有形固定

資産が設備投資により増加したことなどにより、前連結会計年度末対比 百万円増加しました。 

負債の部では、支払手形及び買掛金が期末外注検収の支払などで減少した一方、短期借入金が運転資金需要の増

加により増加したことなどにより、前連結会計年度末対比 百万円増加しました。 

また、純資産は、株主資本が四半期純利益 百万円の計上と配当の支払との差引により増加したほか、為替

換算調整勘定が円安により増加したことなどにより、前連結会計年度末対比 百万円増加して 百万

円となりました。自己資本比率は ％と、前連結会計年度末対比 ポイント低下しております。 

    

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成24年10月31日の決算発表時に公表した予想から変更はありません。 

     

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

    

（２）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）  

一部の連結子会社は、税金費用について、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。なお、法人税等調整額は法人税、住民税及び事業税に含めて表示しております。 

     

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 

    

１．当四半期決算に関する定性的情報

1,563,271 6.9

46,919 1.5 59,181

5.8 26,061 29.5

2,141,459 69,395

69,395

29,808

26,061

39,587 1,178,518

47.4 0.3

２．サマリー情報（注記事項）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24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 132,657 151,316

受取手形及び売掛金 500,857 441,714

有価証券 12,288 213

たな卸資産 310,086 349,328

その他 93,373 96,015

貸倒引当金 △1,831 △2,194

流動資産合計 1,047,430 1,036,392

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 196,849 213,304

機械装置及び運搬具（純額） 204,009 234,269

工具、器具及び備品（純額） 30,191 35,479

その他（純額） 112,667 119,396

有形固定資産合計 543,716 602,448

無形固定資産   

のれん 2,203 1,218

その他 25,052 27,186

無形固定資産合計 27,255 28,404

投資その他の資産   

投資有価証券 356,549 371,852

その他 98,709 103,771

貸倒引当金 △1,595 △1,408

投資その他の資産合計 453,663 474,215

固定資産合計 1,024,634 1,105,067

資産合計 2,072,064 2,141,459



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 316,584 282,154

短期借入金 140,064 179,379

1年内償還予定の社債 20,000 30,000

未払法人税等 16,891 12,192

引当金 2,722 2,534

課徴金引当金 2,102 －

その他 137,516 139,336

流動負債合計 635,879 645,595

固定負債   

社債 51,850 31,850

長期借入金 150,608 194,093

退職給付引当金 30,106 31,463

その他の引当金 1,516 1,029

その他 63,174 58,911

固定負債合計 297,254 317,346

負債合計 933,133 962,941

純資産の部   

株主資本   

資本金 99,737 99,737

資本剰余金 171,020 171,020

利益剰余金 741,192 751,341

自己株式 △645 △648

株主資本合計 1,011,304 1,021,450

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 57,306 59,607

繰延ヘッジ損益 △192 △1,086

為替換算調整勘定 △80,420 △64,777

その他の包括利益累計額合計 △23,306 △6,256

新株予約権 10 －

少数株主持分 150,923 163,324

純資産合計 1,138,931 1,178,518

負債純資産合計 2,072,064 2,141,459



（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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第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) 

売上高 1,461,811 1,563,271

売上原価 1,204,839 1,294,180

売上総利益 256,972 269,091

販売費及び一般管理費 210,757 222,172

営業利益 46,215 46,919

営業外収益   

受取利息 755 725

受取配当金 2,657 2,846

持分法による投資利益 13,363 14,592

その他 8,488 6,042

営業外収益合計 25,263 24,205

営業外費用   

支払利息 4,024 3,543

その他 4,655 8,400

営業外費用合計 8,679 11,943

経常利益 62,799 59,181

特別利益   

固定資産売却益 293 －

投資有価証券売却益 6,515 6,557

特別利益合計 6,808 6,557

特別損失   

固定資産除却損 1,117 1,600

投資有価証券評価損 2,126 1,732

事業構造改善費用 － 7,430

災害損失 6,016 －

課徴金引当金繰入額 2,102 －

特別損失合計 11,361 10,762

税金等調整前四半期純利益 58,246 54,976

法人税、住民税及び事業税 17,723 22,969

法人税等調整額 △2,041 △2,741

法人税等合計 15,682 20,228

少数株主損益調整前四半期純利益 42,564 34,748

少数株主利益 5,612 8,687

四半期純利益 36,952 26,061



（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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 42,564 34,748

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △19,375 2,533

繰延ヘッジ損益 △155 △190

為替換算調整勘定 △22,716 18,364

持分法適用会社に対する持分相当額 △5,212 180

その他の包括利益合計 △47,458 20,887

四半期包括利益 △4,894 55,635

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △6,452 43,091

少数株主に係る四半期包括利益 1,558 12,544



 該当事項はありません。 

   

（四半期連結損益計算書関係） 

特別損失の事業構造改善費用は、一部の連結子会社で事業構造改善の一環として実施した、主に光・電子デバ

イス事業での事業環境の急激な悪化に対応した事業構造の抜本的な見直しや、海外の自動車関連事業での生産拠

点の再編に伴うたな卸資産評価損や減損損失等であります。 

  

 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）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）セグメント情報等

Ⅰ 前第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．セグメント利益又は損失（△）の調整額 百万円は、主に未実現利益の消去などであります。 
２．セグメント利益又は損失（△）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。 

  

Ⅱ 当第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） 

  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  

  

報告セグメント

合計 
（百万円） 

調整額 
（注1） 

（百万円） 

四半期連結

損益計算書

計上額 
（注2）

（百万円）

自動車 
関連事業 
（百万円） 

情報通信

関連事業 
（百万円）

エレクトロ

ニクス 
関連事業 

（百万円）

電線・ 

機材・ 

エネルギー

関連事業 
（百万円）

産業素材 

関連事業他

（百万円）

売上高    

 外部顧客への売上高  701,870 110,650 125,971 346,002 177,318  1,461,811  － 1,461,811

セグメント間の内部売上高

又は振替高  255 1,540 6,650 10,259 29,241  47,945 （ )47,945 －

計  702,125 112,190 132,621 356,261 206,559  1,509,756 （ )47,945 1,461,811

セグメント利益又は損失(△）  31,465 △7,809 1,398 7,494 13,623  46,171  44 46,215

44

 （注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額 百万円は、主に未実現利益の消去などであります。 
２．セグメント利益又は損失（△）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。 

  

報告セグメント 

合計 
（百万円） 

調整額 
（注1） 

（百万円） 

四半期連結

損益計算書

計上額 
（注2）

（百万円）

自動車 
関連事業 
（百万円） 

情報通信

関連事業 
（百万円）

エレクトロ

ニクス 
関連事業 

（百万円）

電線・ 

機材・ 

エネルギー

関連事業 
（百万円）

産業素材 

関連事業他

（百万円）

売上高    

 外部顧客への売上高  780,978 109,291 153,279 346,872 172,851  1,563,271  － 1,563,271

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 326 1,461 7,473 10,891 29,933  50,084 (50,084) －

計  781,304 110,752 160,752 357,763 202,784  1,613,355 (50,084) 1,563,271

セグメント利益又は損失(△）  37,406 △10,208 1,244 9,204 9,373  47,019 (100) 46,919

△100
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