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

24年3月期第1四半期 48,321 2.2 4,748 △21.7 4,426 △22.9 2,568 △28.3

23年3月期第1四半期 47,271 65.6 6,062 ― 5,740 ― 3,579 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 3,716百万円 （△17.9％） 23年3月期第1四半期 4,531百万円 （―％）

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1四半期 53.17 ―

23年3月期第1四半期 73.69 ―

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

24年3月期第1四半期 164,313 119,087 68.1 2,317.64
23年3月期 164,416 116,819 67.0 2,279.57

（参考） 自己資本  24年3月期第1四半期  111,955百万円 23年3月期  110,116百万円

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 ― 20.00 ― 30.00 50.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） 25.00 ― 25.00 50.00

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、通期は対前期、第２四半期(累計)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  ：  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

第2四半期(累計) 98,500 1.1 8,800 △23.6 8,700 △20.5 5,300 △21.5 109.72
通期 200,000 1.8 18,000 △15.9 17,900 △14.1 11,500 △11.7 238.07



(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） 

（注）平成24年３月期第１四半期の期末自己株式数及び期中平均株式数（四半期累計）については「株式付与ＥＳＯＰ信託口」が所有する当社株式100,000 
株を含めて記載しております。 

※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．３「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。 

4.  その他

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） 24年3月期1Q 48,593,736 株 23年3月期 48,593,736 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 288,070 株 23年3月期 288,034 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 48,305,675 株 23年3月期1Q 48,581,239 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 東日本大震災の影響により低迷していた日本における受注は、当第１四半期後半よりＡＴ製品を中心に増加いた

しました。また、高成長率を維持する中国を中心にアジアにおいても受注は堅調に推移しており、当社グループを

取り巻く受注状況は、ほぼ震災前の状態に回復しております。一方で、原価面においては、前期において発生した

鋼材価格上昇による材料費の増加や円高の進行等があり、その結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上

高 ４８３億円（前年同期比 ２．２％増）、営業利益 ４７億円（前年同期比 ２１．７％減）、経常利益 ４４億

円（前年同期比 ２２．９％減）、四半期純利益 ２５億円（前年同期比 ２８．３％減）となりました。 

 報告セグメント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）〕 

 中国を中心としたアジア地域での受注増加により、売上高は １４３億円（前年同期比 １．１％増）となりまし

た。セグメント利益は、売上高の増加により、２６億円（前年同期比 ６．６％増）となりました。 

〔ＡＴ（自動変速装置関連事業）〕 

 東日本大震災の影響により減少した受注が後半にかけて回復したことにより、売上高は ２８４億円（前年同期

比 ０．４％増）となりました。セグメント利益は、震災影響によって生じた急激な生産変動への対応コストの増

加及び退職給付費用等固定費の増加により １８億円（前年同期比 ３９．８％減）となりました。 

〔その他〕 

 産業機械用製品の受注増加及びアジアにおける２輪用クラッチの販売拡大により、売上高は ５５億円（前年同

期比 １６．２％増）となりました。セグメント利益は、工場移転費用及び退職給付費用等固定費の増加により ５

億円（前年同期比 １５．８％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〕 

 東日本大震災の影響により減少したＡＴ製品の受注回復及び産業機械用製品の受注増加により、売上高は前年同

期並みの ３０５億円（前年同期比 ０．６％増）となりました。営業利益は、震災影響によって生じた急激な生産

変動への対応コストの増加及び退職給付費用等固定費の増加により ２６億円（前年同期比 ３４．６％減）となり

ました。 

〔米国〕 

 自動車メーカー向けのＡＴ製品の受注は堅調に推移いたしましたが、円高の影響により、売上高は ６７億円

（前年同期比 ５．９％減）となりました。営業利益についても円高の影響により ３億円（前年同期比 １０．

７％減）となりました。 

〔アジア・オセアニア〕 

 自動車メーカーからのＭＴ製品の受注増加及び２輪用クラッチの販売拡大により、売上高は １０２億円（前年

同期比 １２．９％増）となりました。営業利益は、工場移転費用等の増加により １６億円（前年同期比 ６．

２％減）となりました。 

〔その他〕 

 売上高は ７億円（前年同期比 １７．０％増）、営業利益は 83百万円（前年同期比 ６．８％増）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１四半期連結会計期間末の総資産は １,６４３億円となり、前連結会計年度末に比べ １億円減少いたしま

した。負債は ４５２億円となり、前連結会計年度末に比べ ２３億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 １２億円、設備未払金の減少 ６億円、納付に伴う未払法人税等の減少 １６億円、未払費用の増

加 １４億円であります。純資産は１，１９０億円となり、前連結会計年度末に比べ ２２億円増加いたしました。

主な内容は、利益剰余金の増加 １１億円（四半期純利益による増加 ２５億円、剰余金の処分（配当金）による減

少 １４億円）、為替換算調整勘定の変動 ７億円であります。なお、自己資本比率は、前連結会計年度末の ６７.

０％から ６８.１％となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 東日本大震災の影響で合理的な業績予想の算定が非常に困難であるという理由により、平成２３年３月期決算短

信（平成23年４月27日付公表）において未定としておりました平成24年３月期の業績予想を、平成23年６月23日付

で下記の通り公表しております。 

（連結：第２四半期(累計)） 

（連結：通期） 

（ご参考） 

（個別：第２四半期(累計)） 

（個別：通期） 

※ 為替レートにつきましては、当第１四半期連結累計期間実績１米ドル82円12銭に対し、第２四半期(累計)及び

通期で１米ドル82円を想定しております。 

  
売上高 

（百万円） 
営業利益
（百万円） 

経常利益
（百万円） 

四半期純利益 
（百万円） 

１株当たり四半
期純利益（円）

前回発表予想（Ａ）  －  －  －  － －

今回修正予想（Ｂ）  98,500  8,800  8,700  5,300  109.72

増減額（Ｂ－Ａ）  －  －  －  － － 

増減率（％）  －  －  －  － － 

前第２四半期(累計)実績  97,384  11,520  10,945  6,751  138.97

  
売上高 

（百万円） 
営業利益
（百万円） 

経常利益
（百万円） 

当期純利益 
（百万円） 

１株当たり当期
純利益（円） 

前回発表予想（Ａ）  －  －  －  － －

今回修正予想（Ｂ）  200,000  18,000  17,900  11,500  238.07

増減額（Ｂ－Ａ）  －  －  －  － － 

増減率（％）  －  －  －  － － 

前期実績  196,451  21,395  20,833  13,024  268.32

  
売上高 

（百万円） 
営業利益
（百万円） 

経常利益
（百万円） 

四半期純利益 
（百万円） 

１株当たり四半
期純利益（円）

前回発表予想（Ａ）  －  －  －  － －

今回修正予想（Ｂ）  54,000  3,300  5,500  3,700  76.60

増減額（Ｂ－Ａ）  －  －  －  － － 

増減率（％）  －  －  －  － － 

前第２四半期(累計)実績  55,008  5,092  6,304  4,280  88.11

  
売上高 

（百万円） 
営業利益
（百万円） 

経常利益
（百万円） 

当期純利益 
（百万円） 

１株当たり当期
純利益（円） 

前回発表予想（Ａ）  －  －  －  － －

今回修正予想（Ｂ）  110,000  7,000  9,300  6,200  128.35

増減額（Ｂ－Ａ）  －  －  －  － － 

増減率（％）  －  －  －  － － 

前期実績  109,053  8,730  10,379  7,005  144.33
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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。 

（４）追加情報 

 当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び

誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 平成21年12月４日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関

する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日)を適用しております。 

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：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 30,321 29,386

受取手形及び売掛金 33,235 34,922

商品及び製品 10,227 8,624

仕掛品 4,081 4,366

原材料及び貯蔵品 6,923 6,914

繰延税金資産 2,818 3,208

短期貸付金 463 408

その他 3,145 2,548

貸倒引当金 △81 △86

流動資産合計 91,135 90,293

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 20,665 20,579

機械装置及び運搬具（純額） 26,475 28,082

土地 8,166 8,198

建設仮勘定 6,367 5,363

その他（純額） 3,721 3,808

有形固定資産合計 65,395 66,031

無形固定資産 1,690 1,816

投資その他の資産   

投資有価証券 2,197 2,208

長期貸付金 141 135

繰延税金資産 2,143 2,095

その他 1,770 1,788

貸倒引当金 △56 △56

投資その他の資産合計 6,195 6,170

固定資産合計 73,281 74,019

資産合計 164,416 164,313
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 17,178 15,917

短期借入金 3,464 3,266

未払費用 6,222 7,629

未払法人税等 3,843 2,240

製品保証引当金 903 896

その他 4,543 3,287

流動負債合計 36,155 33,238

固定負債   

長期借入金 4,199 4,891

長期未払金 806 719

繰延税金負債 1,144 1,215

退職給付引当金 5,043 4,894

役員退職慰労引当金 9 9

資産除去債務 26 26

その他 210 229

固定負債合計 11,440 11,986

負債合計 47,596 45,225

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 102,978 104,097

自己株式 △803 △803

株主資本合計 117,999 119,118

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 357 376

為替換算調整勘定 △8,240 △7,540

その他の包括利益累計額合計 △7,883 △7,163

少数株主持分 6,703 7,132

純資産合計 116,819 119,087

負債純資産合計 164,416 164,313
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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 
(平成22年４月１日から 
平成22年６月30日まで) 

当第１四半期連結累計期間 
(平成23年４月１日から 
平成23年６月30日まで) 

売上高 47,271 48,321

売上原価 36,045 38,287

売上総利益 11,226 10,034

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 1,128 958

製品保証引当金繰入額 31 9

役員報酬及び給料手当 1,407 1,498

退職給付費用 18 25

役員退職慰労引当金繰入額 12 0

研究開発費 1,102 1,106

その他 1,463 1,687

販売費及び一般管理費合計 5,163 5,285

営業利益 6,062 4,748

営業外収益   

受取利息 13 21

受取配当金 9 12

持分法による投資利益 17 4

その他 152 156

営業外収益合計 193 194

営業外費用   

支払利息 94 99

固定資産除売却損 122 20

為替差損 226 279

その他 71 117

営業外費用合計 515 516

経常利益 5,740 4,426

特別利益 － －

特別損失 － －

税金等調整前四半期純利益 5,740 4,426

法人税、住民税及び事業税 2,055 1,846

法人税等調整額 △206 △281

法人税等合計 1,849 1,564

少数株主損益調整前四半期純利益 3,891 2,862

少数株主利益又は少数株主損失（△） 311 293

四半期純利益 3,579 2,568
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（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 
(平成22年４月１日から 
平成22年６月30日まで) 

当第１四半期連結累計期間 
(平成23年４月１日から 
平成23年６月30日まで) 

少数株主損益調整前四半期純利益 3,891 2,862

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △49 19

為替換算調整勘定 689 838

持分法適用会社に対する持分相当額 1 △3

その他の包括利益合計 640 854

四半期包括利益 4,531 3,716

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 3,982 3,288

少数株主に係る四半期包括利益 549 428
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 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（平成22年４月１日から平成22年６月30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 △142百万円には、セグメント間取引消去 38百万円、のれんの償却額 △32

百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用 △169百万円及びその他の調整額 20百万円が含

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。 

（追加情報） 

 第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年

３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20

年３月21日）を適用しております。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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  14,191  28,330  42,521  4,750  47,271  －  47,271

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 105  652  758  1,388  2,146  (2,146)  －

計  14,296  28,982  43,279  6,138  49,417  (2,146)  47,271

 セグメント利益  2,471  3,138  5,609  596  6,205  (142)  6,062

9

㈱エクセディ（7278）　平成24年３月期　第１四半期決算短信

9



Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年６月30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 △276百万円には、セグメント間取引消去 53百万円、のれんの償却額 △32

百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用 △208百万円及びその他の調整額 △89百万円が

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。 

 著しい変動がないため、記載しておりません。 

 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  14,348  28,452  42,801  5,520  48,321  －  48,321

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 102  610  712  2,573  3,286  (3,286)  －

計  14,450  29,063  43,513  8,094  51,608  (3,286)  48,321

 セグメント利益  2,633  1,889  4,523  501  5,024  (276)  4,748

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（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１四半期連結会計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで） 

・当第１四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年６月30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  30,346  7,189  9,120  615  47,271  -  47,271

(2) セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 4,710  76  2,001  3  6,792  (6,792)  -

計  35,056  7,266  11,122  618  54,064  (6,792)  47,271

営業利益  3,979  402  1,715  78  6,175  (112)  6,062

  
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  30,537  6,765  10,298  720  48,321  -  48,321

(2) セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 6,154  82  2,132  12  8,382  (8,382)  -

計  36,692  6,847  12,430  733  56,704  (8,382)  48,321

営業利益  2,603  359  1,608  83  4,655  93  4,748
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