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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 6,697 ― 217 ― 146 ― 72 ―

20年3月期第1四半期 6,603 18.6 319 33.2 336 38.5 190 37.0

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 4.20 ―

20年3月期第1四半期 11.04 ―

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 18,852 10,758 56.7 618.36
20年3月期 18,932 10,780 56.6 620.04

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  10,689百万円 20年3月期  10,718百万円

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 ― ― ― 6.00 6.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 6.00 6.00

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  有  
 

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 13,400 ― 340 ― 330 ― 170 ― 9.83
通期 26,300 △8.0 570 △64.4 560 △65.3 310 △65.9 17.93

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  

詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(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） 

詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(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）上記の予想は現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって異なる結果となる可能性があります。なお、業績予
想については、平成20年５月14日の平成20年３月期の決算発表時に公表した数値から修正しております。業績予想に関する事項は３ページ【定性的情報・財務諸表】３．
連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
（２）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。  

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  17,310,069株 20年3月期  17,310,069株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  23,462株 20年3月期  22,122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  17,286,671株 20年3月期第1四半期  17,288,050株
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「参考」個別業績予想
平成21年3月期の個別業績予想（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2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期
累計期間

通期 24,900 △ 7.0 130 △ 83.4 500 △ 48.2 330 △ 44.6 19 09

（注）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無　　：　　有

18 51

1株当たり
当期純利益

12,700 － 110 － 490 － 320 －

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
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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１四半期連結会計期間における当社グループの連結業績は、売上高は、6,697百万円となりました。売上高の

状況を部門別に申し上げますと次の通りであります。 

 表示系製品はコンビネーションメータ、エアコンパネルなど協業製品の生産が増加した結果、売上高は4,542百万

円となりました。 

 モータ系製品はＡＢＳ用モータが次期モデルへの移行により減少したこと、また電子スロットルモータが低価格タ

イプへの切替が進んだ結果、売上高が1,312百万円となりました。 

 その他製品では電流センサが燃費改善に対する社会的ニーズの高まりから搭載車両が増加した結果等により、売上

高は842百万円となりました。 

 利益については、売上高の増加および生産性向上活動など原価低減活動にグループをあげて取り組みましたが、主

要設備の償却期間変更による償却費増加、原油高騰等による材料費のアップ・製品構成による材料比率の上昇などが

ありました結果、営業利益217百万円、経常利益146百万円、当四半期純利益72百万円となりました。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

  当第１四半期末の総資産は、関係会社預け金が増加したものの、現金及び預金の減少などにより、前期末に比べ

80百万円減少し、18,852百万円となりました。負債については仕入債務の減少などにより、前期末に比べ58百万円減

少し、8,093百万円となりました。純資産については利益剰余金の減少等により、前期末に比べ22百万円減少し、

10,758百万円となりました。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 業績予想については、当社主要取引先自動車メーカーの国内および海外における自動車生産計画の下方修正や、製

品構成の変化、償却費負担の増加などを勘案し、第２四半期および通期の業績予想につきまして修正いたします。詳

細は本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

  

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 

たな卸資産の評価方法および固定資産の減価償却の方法について、一部簡便な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当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表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）を適用しております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、損益に与える影響はありません。 

（追加情報） 

当第１四半期連結会計期間から、機械及び装置の耐用年数については法人税法の改正を契機として見直しを行

い、一部の資産については耐用年数を短縮して減価償却費を算出する方法に変更しております。この結果、従来

の方法によった場合に比べて、営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益は、それぞれ44百万円減少

し、四半期純利益は26百万円減少しております。 
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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：千円）

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 641,703 1,095,251

受取手形及び売掛金 4,190,348 4,317,571

有価証券 979,419 1,001,669

たな卸資産 1,488,431 1,507,549

関係会社預け金 2,974,951 2,761,323

その他 225,101 99,454

流動資産合計 10,499,956 10,782,818

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 3,997,373 3,815,492

その他（純額） 3,148,453 3,173,057

有形固定資産合計 7,145,826 6,988,549

無形固定資産 130,571 127,309

投資その他の資産   

その他 1,135,133 1,092,862

貸倒引当金 △59,227 △59,227

投資その他の資産合計 1,075,906 1,033,635

固定資産合計 8,352,305 8,149,494

資産合計 18,852,261 18,932,313

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,534,725 3,799,807

短期借入金  15,609

未払法人税等 165,485 194,009

引当金 79,658 104,674

その他 3,086,423 2,768,289

流動負債合計 6,866,293 6,882,390

固定負債   

退職給付引当金 1,178,090 1,196,203

役員退職慰労引当金 48,914 73,075

固定負債合計 1,227,004 1,269,278

負債合計 8,093,298 8,151,668
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（単位：千円）

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,563,777 1,563,777

資本剰余金 2,198,186 2,198,186

利益剰余金 6,745,496 6,776,623

自己株式 △8,981 △8,934

株主資本合計 10,498,478 10,529,653

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 195,038 180,510

為替換算調整勘定 △4,107 8,275

評価・換算差額等合計 190,931 188,785

少数株主持分 69,553 62,205

純資産合計 10,758,963 10,780,644

負債純資産合計 18,852,261 18,932,313
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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 6,697,473

売上原価 6,027,158

売上総利益 670,314

販売費及び一般管理費 452,423

営業利益 217,890

営業外収益  

受取利息 11,162

受取配当金 5,527

物品売却益 7,446

その他 3,442

営業外収益合計 27,578

営業外費用  

為替差損 77,220

固定資産廃棄損 20,103

その他 2,002

営業外費用合計 99,326

経常利益 146,143

特別損失  

事業再編損 1,591

特別損失合計 1,591

税金等調整前四半期純利益 144,552

法人税、住民税及び事業税 206,650

法人税等調整額 △150,286

法人税等合計 56,363

少数株主利益 15,595

四半期純利益 72,593
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 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。 

（３）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 

「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

（要約）四半期連結損益計算書 

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
第１四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高 6,603,397 

Ⅱ 売上原価 5,884,214 

売上総利益 719,183 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 399,585 

営業利益 319,597 

Ⅳ 営業外収益 28,925 

Ⅴ 営業外費用 12,065 

経常利益 336,458 

税金等調整前四半期純利益 336,458 

法人税等 138,491 

少数株主利益 7,124 

四半期純利益 190,842 
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