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

24年3月期第3四半期 21,820 6.7 1,766 △7.4 1,714 △2.9 934 △23.3

23年3月期第3四半期 20,445 65.8 1,907 ― 1,765 ― 1,218 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 1,000百万円 （△19.2％） 23年3月期第3四半期 1,239百万円 （―％）

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3四半期 64.93 ―

23年3月期第3四半期 84.68 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 22,116 13,035 56.5
23年3月期 21,152 12,249 55.2

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  12,490百万円 23年3月期  11,673百万円

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

23年3月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00
24年3月期 ― 3.00 ―

24年3月期（予想） 3.00 6.00

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 29,000 8.1 2,400 △0.2 2,350 4.8 1,400 4.8 97.30



(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報告書の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
基づく四半期報告書のレビュー手続を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 
１．平成23年８月８日に公表いたしました業績予想及び配当予想に変更はありません。 
２．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。 

4.  その他

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3Q 14,400,000 株 23年3月期 14,400,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期3Q 11,616 株 23年3月期 11,616 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 14,388,384 株 23年3月期3Q 14,388,384 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（平成23年４月１日～平成23年12月31日）におけるわが国経済は、東日本大震災の影

響により落ち込んでいた生産は持ち直してきたものの、長引く円高や株安により景気の先行きは不透明な状況が続

いております。 

当社グループ（当社及び連結子会社）の主要市場でありますトラック業界では、震災復興需要と新興国向け需要

で前年同四半期に比べ売上高が増加しました。 

また、産業・建設機械業界におきましても、国内、東南アジア及び北米の需要により前年同四半期に比べ売上高

が増加しました。 

このような状況のもと、当社グループの当第３四半期連結累計期間の売上高は218億20百万円（前年同四半期比

6.7％増）となりました。 

利益面におきましては、経費の抑制および原価低減活動を行いましたが、営業利益は17億66百万円（前年同四半

期比7.4％減）、経常利益は17億14百万円（前年同四半期比2.9％減）、四半期純利益は９億34百万円（前年同四半

期比23.3％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）  

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、221億16百万円と前連結会計年度末に比べ９億64百万円の増加

となりました。 

流動資産は149億35百万円と前連結会計年度末に比べ14億98百万円の増加となり、固定資産は71億81百万円と前

連結会計年度末に比べ５億34百万円の減少となりました。 

流動資産増加は主として、棚卸資産の減少２億59百万円がありましたが、売上高の増加により受取手形及び売掛

金17億６百万円、日産自動車㈱のグループファイナンスに対する預け金２億13百万円が増加したこと等によるもの

です。  

固定資産減少は主として、有形固定資産の新規投資を減価償却費の範囲内で実施したことによる減少５億６百万

円等によるものです。 

  

（負債） 

当第３四半期連結会計期間末における負債は、90億80百万円と前連結会計年度末に比べ１億77百万円の増加とな

りました。 

流動負債は88億15百万円と前連結会計年度末に比べ２億46百万円の増加となり、固定負債は２億65百万円と前連

結会計年度末に比べ69百万円の減少となりました。 

流動負債増加は主として、未払費用１億33百万円及び未払法人税等４億24百万円が減少しましたが、支払手形及

び買掛金８億34百万円が増加したこと等によるものです。 

  

（純資産） 

当第３四半期連結会計期間末における純資産は、130億35百万円と前連結会計年度末に比べ７億86百万円の増加

となりました。 

これは主として、四半期純利益（累計期間）９億34百万円の計上により利益剰余金が増加したこと等によるもの

です。 

   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 連結業績予想につきましては、平成23年８月８日の「業績予想及び配当予想に関するお知らせ」で公表いたしま

した通期の連結業績予想から変更はありません。 

   

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 

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 

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 

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

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,441,335 1,261,173

受取手形及び売掛金 7,175,595 8,881,889

商品及び製品 523,757 552,118

仕掛品 534,508 348,586

原材料及び貯蔵品 794,621 692,827

繰延税金資産 324,941 187,082

預け金 2,373,586 2,586,612

その他 270,238 426,609

貸倒引当金 △1,504 △1,504

流動資産合計 13,437,079 14,935,396

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,234,925 4,278,214

減価償却累計額 △2,381,624 △2,471,362

建物及び構築物（純額） 1,853,300 1,806,852

機械装置及び運搬具 11,898,353 11,904,382

減価償却累計額 △8,916,611 △9,184,748

機械装置及び運搬具（純額） 2,981,742 2,719,633

工具、器具及び備品 5,653,489 5,492,865

減価償却累計額 △4,897,373 △4,953,158

工具、器具及び備品（純額） 756,116 539,706

土地 1,268,890 1,268,890

建設仮勘定 94,308 112,985

有形固定資産合計 6,954,358 6,448,069

無形固定資産 72,090 86,059

投資その他の資産   

投資有価証券 419,597 434,911

繰延税金資産 206,030 150,252

その他 65,946 64,421

貸倒引当金 △2,200 △2,200

投資その他の資産合計 689,373 647,385

固定資産合計 7,715,822 7,181,514

資産合計 21,152,902 22,116,910
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,758,443 6,593,105

短期借入金 589,224 589,442

未払費用 919,324 785,928

未払法人税等 580,282 156,128

製品保証引当金 75,242 52,470

災害損失引当金 5,000 1,710

設備関係支払手形 147,864 207,986

その他 493,250 428,376

流動負債合計 8,568,631 8,815,148

固定負債   

退職給付引当金 221,571 247,309

その他 113,421 18,464

固定負債合計 334,993 265,773

負債合計 8,903,624 9,080,922

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,317,600 1,317,600

資本剰余金 778,300 778,300

利益剰余金 9,691,128 10,539,103

自己株式 △4,292 △4,292

株主資本合計 11,782,736 12,630,711

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 128,596 140,412

為替換算調整勘定 △237,781 △280,285

その他の包括利益累計額合計 △109,185 △139,872

少数株主持分 575,726 545,148

純資産合計 12,249,277 13,035,988

負債純資産合計 21,152,902 22,116,910

東京ラヂエーター製造㈱（7235）　平成24年３月期第３四半期決算短信

5



（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：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第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) 

売上高 20,445,140 21,820,011

売上原価 17,000,444 18,422,818

売上総利益 3,444,696 3,397,192

販売費及び一般管理費 1,537,350 1,630,428

営業利益 1,907,345 1,766,764

営業外収益   

受取利息 3,166 19,461

受取配当金 5,886 5,590

受取賃貸料 6,021 5,936

受取手数料 8,285 8,671

持分法による投資利益 3,253 4,542

その他 5,115 1,676

営業外収益合計 31,729 45,878

営業外費用   

支払利息 5,349 7,508

為替差損 163,496 88,768

その他 4,337 1,917

営業外費用合計 173,183 98,194

経常利益 1,765,892 1,714,448

特別利益   

投資有価証券売却益 13,780 －

特別利益合計 13,780 －

特別損失   

固定資産除却損 1,433 22,420

特別損失合計 1,433 22,420

税金等調整前四半期純利益 1,778,238 1,692,028

法人税、住民税及び事業税 396,829 445,933

法人税等調整額 30,217 198,366

法人税等合計 427,047 644,299

少数株主損益調整前四半期純利益 1,351,191 1,047,728

少数株主利益 132,741 113,423

四半期純利益 1,218,450 934,305
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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：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,351,191 1,047,728

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 58,803 11,816

為替換算調整勘定 △170,605 △58,050

持分法適用会社に対する持分相当額 △15 △639

その他の包括利益合計 △111,817 △46,873

四半期包括利益 1,239,374 1,000,855

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,147,114 903,618

少数株主に係る四半期包括利益 92,259 97,236
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当第３四半期連結会計期間（自 平成23年10月１日 至 平成23年12月31日）  

 該当事項はありません。 

  

    

当第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）  

 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
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