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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 331,790 △4.7 6,033 △11.3 6,014 △6.3 4,045 69.2
25年3月期第3四半期 348,328 6.9 6,805 △24.2 6,417 △25.7 2,390 △53.6

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 4,045百万円 （69.2％） 25年3月期第3四半期 2,390百万円 （△53.6％）

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 27.34 ―
25年3月期第3四半期 15.63 ―

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 246,299 151,840 61.6 1,026.42
25年3月期 239,782 149,132 62.2 1,008.09
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 151,840百万円 25年3月期 149,132百万円

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 ― 4.50 ― 4.50 9.00
26年3月期 ― 4.50 ―
26年3月期（予想） 4.50 9.00

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 ： 有  

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 473,000 1.7 9,700 △2.0 9,600 1.8 6,700 92.1 45.29



(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 
本資料に掲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、実際
の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期
決算短信（添付資料）２ページ「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。  

※ 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
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 157,239,691 株 25年3月期 157,239,691 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 9,308,083 株 25年3月期 9,303,700 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 147,933,843 株 25年3月期3Q 152,965,072 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、金融緩和による更なる円高是正や政府の経済対策

等による景気回復の兆しが見られました。一方海外では、米国の景気は回復してきましたが、新興国で

は依然経済成長の鈍化が続いております。 

このような経済情勢の下、当社が日産自動車株式会社から受注しております自動車は、国内向け・輸

出向けともに「ＮＶ３５０キャラバン」の増加があるものの、国内向け「ＡＤバン」、輸出向け「クエ

スト」などが減少したことにより、売上台数は前年同期と比べ3.6％減少の136,665台、売上高も4.7％

減少の3,317億円となりました。営業利益は売上高の減少などにより11.3％減少の60億円、経常利益は

6.3％減少の60億円となりました。一方で四半期純利益につきましては、湘南工場再編に伴う固定資産

売却益の増加や減損損失の減少などにより、前年同期と比べ69.2％増加の40億円となりました。 

  

（資産）  

流動資産は、前連結会計年度末と比べ204億円増加の1,622億円となりました。これは主に、受取手形

及び売掛金が68億円、仕掛品が24億円、預け金が109億円増加したことによるものです。 

固定資産は、前連結会計年度末と比べ139億円減少の840億円となりました。これは主に、工具・器具

及び備品の減少102億円によるものです。 

この結果、総資産は前連結会計年度末と比べ65億円増加の2,462億円となりました。 

  
（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末と比べ53億円増加の806億円となりました。これは主に、支払手形及

び買掛金の増加63億円の増加によるものです。 

固定負債は、前連結会計年度末と比べ15億円減少の138億円となりました。これは主に、その他に含

まれるリース債務の減少9億円によるものです。 

この結果、負債合計は前連結会計年度末と比べ38億円増加の944億円となりました。 

  

（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末と比べ27億円増加の1,518億円となりました。これは主に、四半期

純利益の計上による増加40億円及び剰余金の配当による減少13億円によるものです。 

  

通期の連結業績予想につきましては、最近の業績動向を踏まえ、平成25年5月10日の「平成２６年３

月期決算短信」での業績予想を変更しております。 

詳細につきましては、本日平成26年2月10日に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知ら

せ」をご参照ください。 

  

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

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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該当事項はありません。  

  

  

税金費用の計算  

税金費用については、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。  

  

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
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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 636 811

受取手形及び売掛金 61,395 68,284

仕掛品 4,882 7,375

原材料及び貯蔵品 2,003 2,245

預け金 67,607 78,543

その他 5,251 4,967

流動資産合計 141,777 162,227

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 12,027 11,785

機械装置及び運搬具（純額） 28,171 25,155

工具、器具及び備品（純額） 29,961 19,750

土地 17,938 17,844

建設仮勘定 872 850

有形固定資産合計 88,972 75,386

無形固定資産 1,379 1,145

投資その他の資産 7,654 7,540

固定資産合計 98,005 84,072

資産合計 239,782 246,299
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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 50,796 57,124

未払法人税等 664 2,190

製品保証引当金 166 159

その他 23,605 21,142

流動負債合計 75,232 80,616

固定負債   

製品保証引当金 450 370

退職給付引当金 6,436 6,275

その他 8,530 7,196

固定負債合計 15,417 13,842

負債合計 90,650 94,459

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,904 7,904

資本剰余金 8,517 8,517

利益剰余金 141,064 143,777

自己株式 △8,354 △8,360

株主資本合計 149,132 151,840

純資産合計 149,132 151,840

負債純資産合計 239,782 246,299
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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 348,328 331,790

売上原価 335,404 320,674

売上総利益 12,924 11,115

販売費及び一般管理費 6,118 5,082

営業利益 6,805 6,033

営業外収益   

受取利息 169 197

固定資産賃貸料 158 155

撤去費用等戻入額 － 316

その他 65 96

営業外収益合計 393 766

営業外費用   

支払利息 50 42

退職給付会計基準変更時差異の処理額 561 561

その他 168 180

営業外費用合計 781 784

経常利益 6,417 6,014

特別利益   

固定資産売却益 142 1,330

受取保険金 589 －

特別利益合計 731 1,330

特別損失   

固定資産除却損 65 194

減損損失 2,992 283

退職特別加算金 789 179

その他 0 9

特別損失合計 3,847 666

税金等調整前四半期純利益 3,301 6,678

法人税等 910 2,633

少数株主損益調整前四半期純利益 2,390 4,045

四半期純利益 2,390 4,045
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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 2,390 4,045

四半期包括利益 2,390 4,045

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,390 4,045

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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。  

  

（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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（重要な後発事象）
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４．補足情報

連結製品別売上高

区分

前年同四半期
平成25年3月期
第３四半期

当四半期
平成26年3月期
第３四半期

増 減

台数 金額 台数 金額 台数 金額

  台 百万円 台 百万円 台 百万円

乗用車 69,836 200,089 63,974 182,693 △5,862 △17,396

商用車 63,471 96,964 59,817 92,711 △3,654 △4,253

小型バス 8,453 16,614 12,874 27,465 4,421 10,851

部品売上・その他 ― 34,659 ― 28,919 ― △5,739

合 計 141,760 348,328 136,665 331,790 △5,095 △16,537
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