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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 150,746 △0.4 10,797 △18.8 11,072 △10.6 6,880 △4.3
24年3月期第3四半期 151,302 2.4 13,295 △20.6 12,381 △22.2 7,189 △28.0

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 7,509百万円 （45.8％） 24年3月期第3四半期 5,149百万円 （△39.6％）

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

25年3月期第3四半期 142.85 ―
24年3月期第3四半期 149.01 ―

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

25年3月期第3四半期 178,877 126,931 66.7 2,475.76
24年3月期 176,038 122,041 65.3 2,386.53
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  119,254百万円 24年3月期  114,938百万円

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 ― 25.00 ― 25.00 50.00
25年3月期 ― 25.00 ―
25年3月期（予想） 25.00 50.00

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 200,000 △1.0 15,000 △10.6 14,000 △13.5 8,000 △13.2 166.08



(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を実施しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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仮定及びご利用にあたっての注意事項等については、［添付資料］Ｐ．２「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」をご覧下さい。 

※  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   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  有
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
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 48,593,736 株 24年3月期 48,593,736 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 424,644 株 24年3月期 432,245 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 48,165,609 株 24年3月期3Q 48,247,897 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 第２四半期に発生した中国問題により、当第３四半期におきましては国内を中心に受注が大幅に減少いたしまし

た。当社グループでは、受注減少に対応するため様々なコスト削減活動を実施いたしましたが、その効果は未だ限定

的であります。その結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高 １,５０７億円（前年同期比 ０．４％

減）、営業利益 １０７億円（前年同期比 １８．８％減）、経常利益 １１０億円（前年同期比 １０．６％減）、四

半期純利益 ６８億円（前年同期比 ４．３％減）となりました。 

（セグメント情報） 

 報告セグメントの種類別の概況は下記のとおりであります。 

〔ＭＴ（手動変速装置関連事業）〕 

 アジア地域での堅調な受注により、売上高は ４４３億円（前年同期比 １．９％増）となりました。セグメント利

益は、労務人件費等固定費の増加により、６３億円（前年同期比 ７.９％減）となりました。 

〔ＡＴ（自動変速装置関連事業）〕 

 北米での自動車メーカーからの受注は好調でしたが、中国問題により国内受注が減少した結果、売上高は前年同期

並みの ９０５億円（前年同期比 ０．５％増）となりました。セグメント利益は、労務人件費等固定費の増加によ

り ４４億円（前年同期比 １６.１％減）となりました。 

〔その他〕 

 産業機械用製品及び２輪用クラッチの受注減少により、売上高は １５８億円（前年同期比 １０．４％減）となり

ました。セグメント利益は、売上高の減少により ７億円（前年同期比 ６０．３％減）となりました。 

 所在地別の概況は下記のとおりであります。 

〔日本〕 

 中国問題による輸出用ＡＴ製品の受注減少により、売上高は ９３９億円（前年同期比 ５．１％減）となりまし

た。営業利益は、売上高の減少及び労務人件費等の増加により ５６億円（前年同期比 ３３．５％減）となりまし

た。 

〔米国〕 

 自動車メーカー向けのＡＴ製品及びＭＴ補修品の受注増加により、売上高は ２３８億円（前年同期比 ２３.１％

増）となりました。営業利益は、売上高の増加により １１億円（前年同期比 ９７.０％増）となりました。 

〔アジア・オセアニア〕 

 ＭＴ製品の受注は堅調に推移いたしましたが２輪用クラッチの受注減少により、売上高は ３０４億円（前年同期

比 １.５％減）となりました。営業利益は、労務人件費等固定費の増加により ３８億円（前年同期比 ８.９％減）

となりました。 

〔その他〕 

 売上高は ２４億円（前年同期比 ２１.２％増）、営業利益は １億円（前年同期比 １３.６％減）となりました。

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

資産、負債及び純資産の状況 

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は １,７８８億円となり、前連結会計年度末に比べ ２８億円増加いたし

ました。主な内容は、有形固定資産の増加 ８５億円、たな卸資産の増加 ２０億円、現金及び預金の減少 ５７億

円、受取手形及び売掛金の減少 １９億円であります。負債は ５１９億円となり、前連結会計年度末に比べ ２０

億円減少いたしました。主な内容は、支払手形及び買掛金の減少 ４０億円、長期借入金の増加 ２４億円でありま

す。純資産は１,２６９億円となり、前連結会計年度末に比べ ４８億円増加いたしました。主な内容は、利益剰余

金の増加 ４４億円（四半期純利益による増加 ６８億円、剰余金の処分（配当金）による減少 ２４億円）であり

ます。なお、自己資本比率は、前連結会計年度末の ６５.３％から ６６.７％となりました。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 第４四半期以降においても中国を中心とした新興国市場での経済成長は鈍化傾向にありますが、平成24年10月29

日に公表いたしました通期の連結業績予想を変更しておりません。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 第２四半期連結会計期間において、持分法適用関連会社であるクロイドンの株式を追加取得したことにより、 

同社を持分法適用関連会社から連結子会社へ変更しております。 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

  該当事項はありません。 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（たな卸資産の評価方法の変更） 

当社及び連結子会社における、貯蔵品を除くたな卸資産の評価方法は、従来、主として先入先出法によって

おりましたが、第１四半期連結会計期間より移動平均法に変更しております。この変更は、市場における原材料

価格の変動等により受ける影響を平準化し、より適切な期間損益計算を行うとともに、当社グループの会計処理

方法の統一化を目的として、親会社におけるシステム変更を契機に行ったものであります。 

当該会計方針の変更は、前連結会計年度までの先入先出法による単価情報をシステム上移動平均法により再

計算することが実務上不可能なため、前連結会計年度末のたな卸資産の帳簿価額を当連結会計年度の期首残高と

して、期首から将来にわたり移動平均法を適用しております。 

なお、当該変更によるたな卸資産及び各段階損益に与える影響は軽微であります。 

（減価償却方法の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に

取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 この変更により、従来の方法によった場合と比べて、当第３四半期連結累計期間の減価償却費が 107百 

万円減少し、営業利益が 98百万円、経常利益及び税金等調整前四半期純利益がそれぞれ 99百万円増加しており

ます。 

会計上の見積りの変更 

（耐用年数の変更） 

当社及び連結子会社は、第１四半期連結会計期間より、当社グループのグローバル展開の進展を踏まえ、同

種かつ同一条件下で使用される有形固定資産について物理的耐用年数及び製品寿命等の経済的耐用年数を総合的

に考慮して耐用年数を見直しております。 

この変更により、従来の耐用年数によった場合と比べて、当第３四半期連結累計期間の減価償却費が 125百 

万円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益がそれぞれ 117百万円増加しております。 

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

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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４．四半期連結財務諸表 
（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 28,005 22,219

受取手形及び売掛金 39,534 37,630

商品及び製品 9,664 10,226

仕掛品 5,046 5,350

原材料及び貯蔵品 7,173 8,356

繰延税金資産 2,789 2,608

短期貸付金 568 518

その他 3,444 2,828

貸倒引当金 △88 △89

流動資産合計 96,138 89,649

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 24,333 23,668

機械装置及び運搬具（純額） 27,498 29,135

土地 8,523 9,059

建設仮勘定 7,510 13,515

その他（純額） 3,224 4,290

有形固定資産合計 71,091 79,670

無形固定資産 2,762 2,800

投資その他の資産   

投資有価証券 2,509 2,505

長期貸付金 123 306

繰延税金資産 1,850 2,265

その他 1,605 1,724

貸倒引当金 △43 △44

投資その他の資産合計 6,045 6,756

固定資産合計 79,899 89,227

資産合計 176,038 178,877
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（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 17,235 13,190

短期借入金 5,701 5,303

1年内償還予定の社債 － 126

未払費用 6,599 5,838

未払法人税等 1,700 1,175

製品保証引当金 596 454

その他 5,653 7,139

流動負債合計 37,487 33,227

固定負債   

社債 7,000 7,008

長期借入金 2,837 5,291

長期未払金 678 682

繰延税金負債 1,204 1,339

退職給付引当金 4,525 4,121

役員退職慰労引当金 4 －

資産除去債務 26 27

その他 232 248

固定負債合計 16,509 18,718

負債合計 53,996 51,945

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,284 8,284

資本剰余金 7,540 7,540

利益剰余金 109,607 114,066

自己株式 △1,180 △1,159

株主資本合計 124,252 128,732

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 435 510

為替換算調整勘定 △9,749 △9,987

その他の包括利益累計額合計 △9,313 △9,477

少数株主持分 7,102 7,676

純資産合計 122,041 126,931

負債純資産合計 176,038 178,877
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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 
(平成23年４月１日から 
平成23年12月31日まで) 

当第３四半期連結累計期間 
(平成24年４月１日から 
平成24年12月31日まで) 

売上高 151,302 150,746

売上原価 120,544 120,731

売上総利益 30,758 30,014

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 3,905 4,192

製品保証引当金繰入額 147 181

役員報酬及び給料手当 4,662 5,237

退職給付費用 78 59

役員退職慰労引当金繰入額 1 －

研究開発費 3,387 3,082

その他 5,280 6,463

販売費及び一般管理費合計 17,462 19,216

営業利益 13,295 10,797

営業外収益   

受取利息 67 155

受取配当金 21 35

為替差益 － 530

助成金収入 381 80

その他 385 351

営業外収益合計 856 1,153

営業外費用   

支払利息 299 337

社債利息 － 27

為替差損 1,158 －

持分法による投資損失 9 65

その他 302 448

営業外費用合計 1,770 878

経常利益 12,381 11,072

特別利益 － －

特別損失 － －

税金等調整前四半期純利益 12,381 11,072

法人税、住民税及び事業税 3,612 3,581

法人税等調整額 826 △124

法人税等合計 4,439 3,457

少数株主損益調整前四半期純利益 7,942 7,614

少数株主利益 753 734

四半期純利益 7,189 6,880
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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 
(平成23年４月１日から 
平成23年12月31日まで) 

当第３四半期連結累計期間 
(平成24年４月１日から 
平成24年12月31日まで) 

少数株主損益調整前四半期純利益 7,942 7,614

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △69 74

為替換算調整勘定 △2,719 △168

持分法適用会社に対する持分相当額 △3 △11

その他の包括利益合計 △2,792 △105

四半期包括利益 5,149 7,509

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 4,925 6,712

少数株主に係る四半期包括利益 224 797
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該当事項はありません。 

著しい変動がないため、記載しておりません。 

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年12月31日まで） 

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．「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、産業機械用駆動伝導

装置事業、２輪用クラッチ事業、運送業等を含んでおります。 

２．セグメント利益の調整額 △704百万円には、セグメント間取引消去 176百万円、のれんの償却額 

△97百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用 △687百万円及びその他の調整額 △96

百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び新製品

開発費であります。 

３．セグメント利益は、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。 

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 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

各報告セグメントにおいて、該当事項はありません。 

（のれんの金額の重要な変動） 

各報告セグメントにおいて、該当事項はありません。 

（重要な負ののれん発生益） 

各報告セグメントにおいて、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）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）セグメント情報等

  報告セグメント
その他

（百万円）
（注１） 

合計 
（百万円） 

調整額 
（百万円）
（注２） 

四半期連結
損益計算書
計上額 

（百万円）
（注３） 

  
ＭＴ

（百万円）
ＡＴ

（百万円）
計

（百万円）

 売上高              

 外部顧客への売上高  43,501  90,064  133,565  17,736  151,302  －  151,302

 セグメント間の内部 

  売上高又は振替高 
 231  1,921  2,153  6,740  8,893  (8,893)  －

計  43,733  91,985  135,718  24,477  160,195  (8,893)  151,302

 セグメント利益  6,870  5,335  12,205  1,795  14,000  (704)  13,295
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Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年12月31日まで） 

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．「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、産業機械用駆動伝導

装置事業、２輪用クラッチ事業、運送業等を含んでおります。 

２．セグメント利益の調整額 △719百万円には、セグメント間取引消去 138百万円、のれんの償却額 

△62百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用 △804百万円及びその他の調整額 10百

万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び新製品開

発費であります。 

３．セグメント利益は、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。  

２．報告セグメントの変更等に関する事項 

 （減価償却方法の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より減価償却方法を変更

しております。 

 この変更により、従来の方法によった場合に比べ、当第３四半期連結累計期間のセグメント利益 

は、報告セグメントの「ＭＴ」で 19百万円、「ＡＴ」で 67百万円、「その他」で 12百万円増加してお

ります。 

 （耐用年数の変更） 

 当社及び連結子会社は、第１四半期連結会計期間より有形固定資産の耐用年数を変更しております。 

 この変更により、従来の耐用年数によった場合に比べ、当第３四半期連結累計期間のセグメント利益 

は、報告セグメントの「ＭＴ」で 38百万円減少し、「ＡＴ」で 92百万円、「その他」で 63百万円増加

しております。 

３．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 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

各報告セグメントにおいて、該当事項はありません。 

（のれんの金額の重要な変動） 

各報告セグメントにおいて、該当事項はありません。 

（重要な負ののれん発生益） 

各報告セグメントにおいて、該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

  報告セグメント
その他

（百万円）
（注１） 

合計 
（百万円） 

調整額 
（百万円）
（注２） 

四半期連結
損益計算書
計上額 

（百万円）
（注３） 

  
ＭＴ

（百万円）
ＡＴ

（百万円）
計

（百万円）

 売上高              

 外部顧客への売上高  44,315  90,538  134,853  15,892  150,746  －  150,746

 セグメント間の内部 

  売上高又は振替高 
 170  1,453  1,624  5,296  6,921  (6,921)  －

計  44,485  91,992  136,477  21,189  157,667  (6,921)  150,746

 セグメント利益  6,329  4,473  10,803  712  11,516  (719)  10,797

（６）重要な後発事象
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（ご参考）所在地別の概況は下記のとおりであります。 

・前第３四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年12月31日まで） 

  

・当第３四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年12月31日まで） 

（注）上記は、従来の「所在地別セグメント情報」と同様の基準及び方法で作成されたものであり、あくまで参考情報

としての記載であります。 

  

  

５．補足情報

  
日本 

（百万円） 
米国

（百万円）

アジア・
オセアニア
（百万円）

その他
（百万円）

計 
（百万円） 

消去又は 
全社 

（百万円） 

連結
（百万円）

売上高               

(1) 外部顧客に対する売上高  98,974  19,399  30,870  2,058  151,302  -  151,302

(2) セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 16,805  212  6,408  37  23,463  (23,463)  -

計  115,779  19,611  37,279  2,095  174,765  (23,463)  151,302

営業利益  8,462  603  4,227  140  13,433  (137)  13,295

  
日本 

（百万円）
米国

（百万円）

アジア・
オセアニア
（百万円）

その他
（百万円）

計 
（百万円） 

消去又は 
全社 

（百万円） 

連結
（百万円）

売上高               

(1) 外部顧客に対する売上高  93,956  23,885  30,409  2,494  150,746  -  150,746

(2) セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 17,609  307  7,088  32  25,037  (25,037)  -

計  111,566  24,192  37,497  2,526  175,783  (25,037)  150,746

営業利益  5,626  1,188  3,850  121  10,786  10  10,797
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