
  

１．平成24年３月期の連結業績（平成23年４月１日～平成24年３月31日） 

（注）包括利益  24年３月期 18,413百万円（35.3％）   23年３月期  13,606百万円（7.5％）   

  

（参考）持分法投資損益  24年３月期 871百万円   23年３月期 1,608百万円  

  
（２）連結財政状態 

（参考）自己資本  24年３月期 199,473百万円   23年３月期 187,014百万円 

  
（３）連結キャッシュ・フローの状況 

  
２．配当の状況 

  

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） 
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（１）連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

24年３月期 638,653 3.7 46,006 3.7 40,808 4.4 22,969 33.0 

23年３月期 616,062 12.1 44,363 60.8 39,100 105.8 17,267 110.1 

  
１株当たり 
当期純利益 

 潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

自 己 資 本 
当期純利益率  

総 資 産 
経常利益率 

売 上 高 
営業利益率  

   円 銭  円 銭  ％ ％ ％ 

24年３月期 22.85  22.81  11.9  6.2  7.2 

23年３月期 17.18 17.15  9.4 5.9 7.2 

  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 664,965 224,407 30.0 198.41 

23年３月期 661,512 211,449 28.3 186.02 

  
営業活動による 

キャッシュ・フロー  
投資活動による 

キャッシュ・フロー 
財務活動による 

キャッシュ・フロー  
現金及び現金同等物 

期末残高  

  百万円 百万円 百万円  百万円 

24年３月期 40,630 △43,550 △12,695 33,107 

23年３月期 67,081 △28,685 △25,073 49,522 

  
年間配当金 配当金総額 

（合計）  
配当性向  
（連結）  

純資産配当率
（連結） 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 百万円  ％  ％

23年３月期   ―   0.00    ― 5.00 5.00    5,035 29.1 2.7

24年３月期  ― 0.00   ―       5.00       5.00    5,035     21.9      2.6

25年３月期（予想）   ―       0.00    ― 5.00 5.00  21.9 

  （％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）

  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) 330,000 5.9 18,000 △20.5 15,500 △25.2 9,500 △21.9 9.45

通 期 678,000 6.2 47,000 2.2 41,000 0.5 23,000 0.1 22.88



  

４．その他 

（１）期中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  

    除外１社  (社名）ウベ・オートモーティブ・ノース・アメリカ・サーニア・プラント,インコーポレーテッド

  

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

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         ：有 

③ 会計上の見積りの変更          ：無 

④ 修正再表示               ：無 

    

（３）発行済株式数（普通株式） 

  

（参考）個別業績の概要 
  
１．平成24年３月期の個別業績（平成23年４月１日～平成24年３月31日） 

  

  
（２）個別財政状態 

（参考）自己資本  24年３月期 130,542百万円   23年３月期 123,968百万円 

  

※  監査手続の実施状況に関する表示 

 この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、連結財務 

 諸表に対する監査手続を実施中です。  
  
※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 本資料及び添付資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現時点で合理的であると判断する 

 一定の前提に基づき作成したものであり、実際の業績はさまざまな要因の変化により見通しと大きく異なる場合も 

 ありえますことをご承知願います。そのような要因としては、主要市場の経済状況、製品の需給、原燃料価格、金 

 利、為替相場などがあります。  
  

※ 当社は、以下のとおりネットコンファレンス及び決算説明会を開催する予定です。各説明会の様子を当日の資料と  

  ともに、開催後速やかに当社ホームページに掲載する予定です。 

 ・平成24年５月10日（木）・・・・・アナリスト、機関投資家向けネットコンファレンス 

 ・平成24年５月17日（木）・・・・・決算説明会 

  

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年３月期 1,009,165,006株 23年３月期 1,009,165,006株 

② 期末自己株式数 24年３月期 3,810,090株 23年３月期 3,824,295株 

③ 期中平均株式数 24年３月期 1,005,294,805株 23年３月期 1,005,335,441株 

（１）個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

24年３月期 313,450 6.2 25,012 3.0 22,071 6.2 11,380 114.6 

23年３月期 295,080 15.8 24,286 242.5 20,775 365.5 5,303 249.6 

  
１株当たり 
当期純利益 

 潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

   円 銭  円 銭 

24年３月期 11.30 11.28 

23年３月期 5.27 5.26 

  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 453,683 131,004 28.8 129.63 

23年3月期 453,422 124,355 27.3 123.10 




