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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第1四半期 36,350 ― 1,566 ― 1,552 ― 993 ―

20年3月期第1四半期 39,912 7.2 1,824 △16.9 1,717 △21.0 833 △58.3

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

21年3月期第1四半期 38.67 34.59
20年3月期第1四半期 32.45 ―

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

21年3月期第1四半期 118,826 46,886 33.6 1,556.03
20年3月期 121,303 46,056 32.6 1,538.85

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  39,978百万円 20年3月期  39,537百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 7.50 ― 12.50 20.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 10.00 ― 10.00 20.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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2四半期連結累計期間 76,000 △6.1 2,300 △33.3 2,200 △38.3 1,700 △30.2 66.17
通期 153,000 △3.2 5,100 △22.1 5,000 △24.6 3,900 △9.8 151.79

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）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

(注) 詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他 をご覧下さい。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

(注) 詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他 をご覧下さい。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
２．上記に記載した予想数値は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と
異なる結果となる可能性があります。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  25,750,830株 20年3月期  25,750,830株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  57,944株 20年3月期  58,000株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  25,692,857株 20年3月期第1四半期  25,693,313株
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定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報
当第１四半期における当社グループを取り巻く経済環境は、サブプライムローン問題の影響が世界経済に

も及び景気先行きに不透明感がつづく中、資源価格や食料品価格の高騰は一部の国を除き消費マインドを悪
化させるとともに世界的にインフレや更にはスタグフレーションが懸念されております。
自動車業界においては、これらの影響が先進国市場での需要減退をもたらし、加えて新興国市場では販売

台数の伸びがやや鈍化傾向となりました。更に、鋼材価格の高騰が企業収益に与えるインパクトはかつてな
いほどであり、収益環境が大きく変化してきました。
このような経営環境のもと、当第１四半期の連結経営成績に関しましては、売上高は、中国において自動

車骨格部品売上が増加したものの、日本における試作、金型及び溶接設備の売上減少や、為替換算上の影響
もあり363億50百万円(前年同期間比8.9％減)となりました。経常利益は売上減少の影響に加え原材料価格の
上昇や減価償却費の増加などにより15億52百万円(同9.6％減)、四半期純利益は前年同期間に実施した繰延税
金資産に対する評価性引当額の計上等の影響がないことから税金費用が減少し９億93百万円(同19.2％増)と
なりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報
当第１四半期末における連結財政状況は、総資産が1,188億26百万円(前連結会計年度末比24億76百万円減）

となりました。減少要因は、主として現金及び預金など流動資産の減少や有形固定資産及び無形固定資産の
減少などであります。負債合計は、支払手形及び買掛金や短期借入金が減少したことなどにより、719億39百
万円(同33億６百万円減)となりました。純資産合計は、利益剰余金やその他有価証券評価差額金の増加など
により、468億86百万円(同８億30百万円増)、自己資本比率は33.6％(同1.0ポイントのプラス)となりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報
業績は概ね当初予定通り順調に推移しており、平成20年４月25日発表の業績予想に変更はありません。

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)

該当事項はありません。

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
1) 棚卸資産の評価方法

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の
実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。

2) 固定資産の減価償却費の算定方法
定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定す

る方法によっております。
3) 税金費用の計算

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引
前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
1) 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸
表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期
連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

2) 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用
「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９

号)を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法(収益性の低下
による簿価切下げの方法)に変更しております。
この変更に伴う、売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は

軽微であります。
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3) 連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用
「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(企業会計基準委員会 

平成18年５月17日 実務対応報告第18号)を当第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な
修正を行っております。
この変更に伴う、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。

4) リース取引に関する会計基準等の適用
「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年３月

30日企業会計基準第13号)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成
６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号)を当第１四半期連結会計期
間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る
方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として
計上しております。
また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定す

る方法によっております。
なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。
この変更が損益に与える影響はありません。

― 3 ―
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5. 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）

当第１四半期連結会計期間末

(平成２０年６月３０日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成２０年３月３１日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,803 3,952

受取手形及び売掛金 19,355 19,313

製品 4,116 4,096

原材料 2,846 2,931

仕掛品 3,323 2,712

繰延税金資産 1,031 937

その他 2,163 2,623

流動資産合計 35,640 36,568

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 18,907 19,039

機械装置及び運搬具（純額） 30,790 32,052

工具、器具及び備品（純額） 13,529 14,125

土地 4,599 4,630

建設仮勘定 8,363 8,453

有形固定資産合計 76,190 78,300

無形固定資産

ソフトウエア 264 285

その他 23 360

無形固定資産合計 288 645

投資その他の資産

投資有価証券 5,835 4,967

長期貸付金 168 158

繰延税金資産 － 307

その他 707 358

貸倒引当金 △4 △4

投資その他の資産合計 6,707 5,788

固定資産合計 83,185 84,734

資産合計 118,826 121,303

― 4 ―
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末

(平成２０年６月３０日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成２０年３月３１日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 18,292 19,111

短期借入金 12,210 13,700

1年内償還予定の社債 100 100

1年内返済予定の長期借入金 5,919 6,568

未払金 1,334 1,155

未払法人税等 1,015 982

賞与引当金 632 1,211

設備関係支払手形 486 404

その他 3,532 3,904

流動負債合計 43,524 47,139

固定負債

社債 100 150

転換社債型新株予約権付社債 5,000 5,000

長期借入金 16,292 15,905

繰延税金負債 539 472

退職給付引当金 2,806 2,720

役員退職慰労引当金 198 230

負ののれん 2,745 2,995

その他 732 633

固定負債合計 28,415 28,107

負債合計 71,939 75,246

純資産の部

株主資本

資本金 3,240 3,240

資本剰余金 12,237 12,237

利益剰余金 24,772 24,014

自己株式 △36 △36

株主資本合計 40,214 39,455

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 832 306

為替換算調整勘定 △1,067 △224

評価・換算差額等合計 △235 82

少数株主持分 6,907 6,519

純資産合計 46,886 46,056

負債純資産合計 118,826 121,303

― 5 ―
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(2) 四半期連結損益計算書

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成２０年４月１日

 至 平成２０年６月３０日)

売上高 36,350

売上原価 31,843

売上総利益 4,506

販売費及び一般管理費 2,940

営業利益 1,566

営業外収益

受取利息及び配当金 27

負ののれん償却額 249

持分法による投資利益 36

その他 49

営業外収益合計 363

営業外費用

支払利息 306

その他 71

営業外費用合計 377

経常利益 1,552

特別利益

固定資産売却益 8

特別利益合計 8

特別損失

固定資産売却損 24

固定資産廃棄損 136

特別損失合計 161

税金等調整前四半期純利益 1,399

法人税等 278

少数株主利益 127

四半期純利益 993

― 6 ―
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成２０年４月１日

 至 平成２０年６月３０日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 1,399

減価償却費 4,367

負ののれん償却額 △249

賞与引当金の増減額（△は減少） △577

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △31

退職給付引当金の増減額（△は減少） 72

受取利息及び受取配当金 △27

支払利息 306

持分法による投資損益（△は益） △36

固定資産売却損益（△は益） 16

固定資産廃棄損 136

売上債権の増減額（△は増加） △448

たな卸資産の増減額（△は増加） △254

仕入債務の増減額（△は減少） △1,019

その他 647

小計 4,299

利息及び配当金の受取額 27

利息の支払額 △305

法人税等の支払額 △156

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,865

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △3,206

有形固定資産の売却による収入 188

無形固定資産の取得による支出 △16

投資有価証券の取得による支出 △3

その他 361

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,676

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △1,292

長期借入れによる収入 1,351

長期借入金の返済による支出 △1,748

社債の償還による支出 △50

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △321

その他 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,060

現金及び現金同等物に係る換算差額 △278

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,149

現金及び現金同等物の期首残高 3,752

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,603
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注記事項

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸

表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

(4) 継続企業の前提に関する注記

当第１四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）

該当事項はありません。

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

自動車部品事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の合計額に

占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

日本
（百万円）

北米
（百万円）

アジア
（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

12,742 15,422 8,185 36,350 ― 36,350

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,880 ― 7 1,888 (1,888) ―

計 14,622 15,422 8,192 38,238 (1,888) 36,350

営業利益 △119 356 1,265 1,501 64 1,566

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

 ２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

　 北米 … アメリカ、カナダ アジア … 中国、タイ、インド

【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

北米 アジア 欧州 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 15,422 8,157 210 23,790

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― 36,350

Ⅲ 海外売上高の連結売上高
に占める割合(％)

42.4 22.4 0.6 65.4

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

 ２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

　    北米 … アメリカ、カナダ  アジア … 中国、タイ、インド    欧州 … イギリス

 ３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当第１四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）

該当事項はありません。
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「参考資料」

(1) (要約)前四半期連結損益計算書

科 目

前第１四半期連結累計期間

(自 平成19年４月１日

　至 平成19年６月30日)

金額(百万円)

Ⅰ 売上高 39,912

Ⅱ 売上原価 35,288

　 売上総利益 4,624

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,800

　 営業利益 1,824

Ⅳ 営業外収益 369

　1. 受取利息及び受取配当金 24

　2. 負ののれんの償却額 249

　3. その他 95

Ⅴ 営業外費用 476

　1. 支払利息 424

　2. 持分法による投資損失 50

　3. その他 1

　 経常利益 1,717

Ⅵ 特別利益 5

Ⅶ 特別損失 37

　 税金等調整前四半期純利益 1,685

　 税金費用 929

　 少数株主利益(控除) △77

　 四半期純利益 833
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「参考資料」

(2) (要約)前四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第１四半期連結累計期間

(自 平成19年４月１日

　至 平成19年６月30日)

区分 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

　 税金等調整前四半期(当期)純利益 1,685

　 減価償却費 4,053

　 売上債権の減少額(△増加額) 2,606

　 たな卸資産の減少額(△増加額) 1,143

　 仕入債務の増加額(△減少額) △1,188

　 その他 470

　 小計 8,770

　 法人税等の支払額 △1,097

　 その他 △397

　 営業活動によるキャッシュ・フロー 7,275

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

　 有形固定資産の取得による支出 △7,673

　 その他 59

　 投資活動によるキャッシュ・フロー △7,613

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

　 短期借入金の純増加額 1,117

　 長期借入金による収入 1,630

　 長期借入金の返済による支出 △1,737

　 その他 △358

　 財務活動によるキャッシュ・フロー 651

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 48

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 361

Ⅵ 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 ―

Ⅶ 連結範囲変更に伴う現金及び

　 現金同等物の増加高
―

Ⅷ 現金及び現金同等物の期首残高 2,089

Ⅸ 現金及び現金同等物の

　 四半期末残高
2,451
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「参考資料」

(3) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日)

自動車部品事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の合計額に

占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

【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19年４月１日 至 平成19年６月30日)

日本
（百万円）

北米
（百万円）

アジア
（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

15,913 16,776 7,222 39,912 ― 39,912

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

3,431 ― 4 3,435 (3,435) ―

計 19,345 16,776 7,226 43,348 (3,435) 39,912

営業利益 1,181 118 769 2,068 (244) 1,824

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

 ２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

　 北米・・・アメリカ、カナダ アジア・・・中国、タイ、インド
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