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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） 

 

(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1四半期 133,755 5.6 7,601 △9.2 9,320 4.9 6,396 18.9
25年3月期第1四半期 126,611 34.5 8,373 194.5 8,882 191.6 5,380 104.0

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 17,347百万円 （124.7％） 25年3月期第1四半期 7,719百万円 （64.0％）

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 26.33 ―
25年3月期第1四半期 22.14 ―

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 442,928 214,413 46.0
25年3月期 425,050 199,783 44.7
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  203,761百万円 25年3月期  190,000百万円

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  
現時点では26年３月期の配当予想額は未定であります。 

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 ― 8.00 ― 8.00 16.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） ― ― ― ―

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）

（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

第2四半期(累計) 277,000 10.5 17,100 9.3 19,300 18.9 12,700 28.6 52.29
通期 570,000 12.2 38,000 26.6 40,000 14.6 27,000 32.8 111.16



(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）  ：  有  

(注)詳細は、添付資料Ｐ．４「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をご覧ください。 

(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については、【添付資料】
Ｐ．３「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」をご覧ください。 

※  注記事項

新規 1社 （社名） 湖北日発汽車零部件有限公司 、 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） 26年3月期1Q 244,066,144 株 25年3月期 244,066,144 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 1,169,516 株 25年3月期 1,169,160 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 242,896,795 株 25年3月期1Q 243,051,210 株
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当第１四半期連結累計期間における世界経済につきましては、欧州は債務危機問題が沈静化しつつも

その影響による景気低迷から脱却できずにおりますが、米国は住宅市場の堅調な回復や個人消費の拡大

を受けて緩やかな回復傾向が継続しております。中国は経済成長に減速がみられ、アジア地域において

は経済成長の伸びに鈍化が見受けられるようになっております。 

一方、日本経済につきましては、金融政策・財政政策の効果により、個人消費の堅調な回復に加え、

円安による輸出競争力が改善し、景気は緩やかに回復してきております。 

当社グループの主要な事業分野であります自動車関連は、国内販売は昨年の「エコカー補助金」終了

の反動もあり、1,184千台で前年同期比6.1％の減少となりました。完成車輸出は1,169千台で前年同期

比4.3％の減少となりました。これにより国内の自動車生産台数は2,289千台で前年同期比7.5％の減少

となりました。 

また、もう一方の主要な事業分野であります情報機器関連は、ＨＤＤ（ハードディスクドライブ）の

減産により受注が減少いたしました。 

以上のような経営環境のもと、売上高は133,755百万円（前年同期比5.6％増）となりました。また収

益面では、営業利益は7,601百万円（前年同期比9.2％減）、経常利益は9,320百万円（前年同期比4.9％

増）、四半期純利益は6,396百万円（前年同期比18.9％増）となりました。 

  

セグメントの状況は以下のとおりです。 

[懸架ばね事業] 

  懸架ばね事業は、自動車生産が国内では減少したものの、海外ではタイ・北米での増産により、売上

高が29,240百万円（前年同期比12.5％増）、営業利益が3,515百万円（前年同期比38.1％増）となりま

した。 

  

[シート事業] 

  シート事業は、自動車生産が国内では減少したものの、海外ではタイ・北米での増産により、売上高

が57,374百万円（前年同期比17.6％増）となりましたが、営業利益は中国新会社の立ち上げ費用に伴う

固定費増の影響があり2,638百万円（前年同期比8.5％減）となりました。 

  

[精密部品事業] 

  精密部品事業は、国内での自動車の減産、ＨＤＤの減産により、売上高が30,317百万円（前年同期比

10.9％減）、営業利益が905百万円（前年同期比55.7％減）となりました。 

  

[産業機器ほか事業] 

  産業機器ほか事業は、国内景気は回復傾向にあるものの、既存事業の受注減により、売上高は16,822

百万円（前年同期比5.6％減）、営業利益が542百万円（前年同期比39.8％減）となりました。 

  

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
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当第１四半期連結会計期間末の総資産は、営業債権の増加や連結子会社の追加による有形固定資産の

増加等の影響により、前連結会計年度末に比べ17,878百万円増加し、442,928百万円となりました。 

負債については、営業債務の増加等の影響により、前連結会計年度末に比べ3,248百万円増加し、

228,515百万円となりました。 

純資産については、四半期純利益による利益剰余金の増加や為替の影響により、前連結会計年度末に

比べ14,630百万円増加し、214,413百万円となりました。 

  

平成26年３月期第２四半期連結累計期間の業績予想につきましては、引き続き海外の業績が好調であ

ることや、為替の影響、固定費の圧縮等により売上高を277,000百万円(前年同期比10.5％増)、営業利

益を17,100百万円(前年同期比9.3％増)、経常利益を19,300百万円(前年同期比18.9％増)、当期純利益

を12,700百万円(前年同期比28.6％増)に修正しております。  

また、通期連結業績予想につきましては、今後の当社を取り巻く経営環境に不透明さが残ることか

ら、平成25年５月10日に公表した業績予想数値に据え置いております。 

（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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当第１四半期連結会計期間より、湖北日発汽車零部件有限公司は重要性が増したため、連結の範囲に

含めております。 

  

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(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 57,137 56,826

受取手形及び売掛金 109,535 116,260

商品及び製品 13,463 13,708

仕掛品 8,492 9,398

原材料及び貯蔵品 10,075 10,184

部分品 3,204 3,476

繰延税金資産 4,296 4,868

その他 15,773 14,155

貸倒引当金 △63 △67

流動資産合計 221,914 228,810

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 118,768 123,980

減価償却累計額 △75,878 △77,640

建物及び構築物（純額） 42,890 46,339

機械装置及び運搬具 193,476 200,394

減価償却累計額 △155,254 △160,535

機械装置及び運搬具（純額） 38,222 39,858

土地 31,713 32,172

リース資産 3,942 3,932

減価償却累計額 △2,024 △2,066

リース資産（純額） 1,917 1,865

建設仮勘定 7,469 8,765

その他 51,982 54,044

減価償却累計額 △45,354 △47,228

その他（純額） 6,627 6,816

有形固定資産合計 128,841 135,818

無形固定資産 3,689 5,002

投資その他の資産   

投資有価証券 53,470 57,934

長期貸付金 3,988 3,212

繰延税金資産 3,316 3,648

その他 9,984 8,646

貸倒引当金 △154 △145

投資その他の資産合計 70,604 73,297

固定資産合計 203,135 214,118

資産合計 425,050 442,928
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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 69,601 74,087

電子記録債務 25,417 25,718

短期借入金 20,242 19,319

未払法人税等 6,381 4,733

繰延税金負債 834 794

役員賞与引当金 260 78

設備関係支払手形 2,584 2,989

その他 34,705 36,473

流動負債合計 160,028 164,195

固定負債   

社債 20,000 20,000

長期借入金 21,715 19,089

リース債務 1,767 1,447

繰延税金負債 8,277 9,674

退職給付引当金 11,267 11,638

役員退職慰労引当金 588 455

執行役員退職慰労引当金 663 643

その他 958 1,370

固定負債合計 65,238 64,319

負債合計 225,266 228,515

純資産の部   

株主資本   

資本金 17,009 17,009

資本剰余金 19,308 19,308

利益剰余金 144,436 148,209

自己株式 △794 △795

株主資本合計 179,959 183,732

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 16,533 18,916

為替換算調整勘定 △6,492 1,113

その他の包括利益累計額合計 10,040 20,029

少数株主持分 9,782 10,651

純資産合計 199,783 214,413

負債純資産合計 425,050 442,928
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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 126,611 133,755

売上原価 108,849 116,586

売上総利益 17,762 17,168

販売費及び一般管理費 9,388 9,566

営業利益 8,373 7,601

営業外収益   

受取利息 151 191

受取配当金 381 393

持分法による投資利益 56 128

為替差益 － 1,110

その他 491 384

営業外収益合計 1,080 2,208

営業外費用   

支払利息 214 155

為替差損 113 －

その他 244 333

営業外費用合計 572 489

経常利益 8,882 9,320

特別利益   

固定資産売却益 199 －

負ののれん発生益 639 32

その他 13 －

特別利益合計 851 32

特別損失   

減損損失 335 －

投資有価証券評価損 753 －

段階取得に係る差損 279 －

その他 31 －

特別損失合計 1,399 －

税金等調整前四半期純利益 8,334 9,352

法人税等 2,468 2,522

少数株主損益調整前四半期純利益 5,865 6,830

少数株主利益 484 434

四半期純利益 5,380 6,396

日本発条㈱ （5991） 平成26年３月期 第１四半期決算短信

－ 7 －



 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 5,865 6,830

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,652 2,404

為替換算調整勘定 3,160 7,962

持分法適用会社に対する持分相当額 345 149

その他の包括利益合計 1,854 10,516

四半期包括利益 7,719 17,347

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 6,888 16,190

少数株主に係る四半期包括利益 830 1,156
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    該当事項はありません。 

  

    該当事項はありません。 

  

【セグメント情報】 

Ⅰ  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) 

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 

 
(注) １ セグメント間の内部売上高又は振替高の調整額3,058百万円はセグメント間取引の消去であります。 

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一致しており、調整額はございません。 

  

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 

産業機器ほか事業の資産について減損損失75百万円を計上しております。 

また、全社資産について減損損失259百万円を計上しております。  

  

Ⅱ  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) 

  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 セグメント間の内部売上高又は振替高の調整額2,675百万円はセグメント間取引の消去であります。 

     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一致しており、調整額はございません。 

  

  

（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）

（セグメント情報等）

(単位：百万円)

報告セグメント
調整額 
（注）

合計

懸架ばね シート 精密部品
産業機器
ほか

計

売上高

  外部顧客への売上高 25,999 48,772 34,009 17,830 126,611 ― 126,611

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

504 13 493 2,046 3,058 △3,058 ―

計 26,503 48,786 34,502 19,877 129,669 △3,058 126,611

セグメント利益(営業利益) 2,545 2,884 2,043 900 8,373 ― 8,373

(単位：百万円)

報告セグメント
調整額 
（注）

合計

懸架ばね シート 精密部品
産業機器
ほか

計

売上高

  外部顧客への売上高 29,240 57,374 30,317 16,822 133,755 ― 133,755

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

486 14 415 1,757 2,675 △2,675 ―

計 29,727 57,389 30,733 18,580 136,430 △2,675 133,755

セグメント利益(営業利益) 3,515 2,638 905 542 7,601 ― 7,601
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(参考情報) 

【所在地別セグメント情報】 

  

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) 

 
(注) １  国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２  本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 北  米・・・・アメリカ 

(2) アジア・・・・タイ・マレーシア・中国・インド 

  

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) 

 
(注) １  国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２  本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 北  米・・・・アメリカ 

(2) アジア・・・・タイ・マレーシア・中国・インド 

  

(単位：百万円)

日本 北米 アジア 計
消去又は  
全社

連結

売上高 89,762 12,579 29,284 131,626 △5,015 126,611

セグメント利益(営業利益) 4,687 460 3,226 8,373 ― 8,373

(単位：百万円)

日本 北米 アジア 計
消去又は  
全社

連結

売上高 81,318 19,020 38,142 138,480 △4,725 133,755

セグメント利益(営業利益) 3,235 746 3,619 7,601 ― 7,601
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