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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 12,849 8.0 209 ― 430 ― 249 ―

20年3月期第1四半期 11,901 9.9 △175 ― △246 ― △159 ―

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 24.93 ―

20年3月期第1四半期 △15.68 ―

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 39,113 20,279 50.5 2,058.24
20年3月期 40,197 21,417 51.8 2,047.24

（参考） 自己資本  21年3月期第1四半期  19,751百万円 20年3月期  20,820百万円

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 ― 18.00 ― 18.00 36.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 18.00 ― 18.00 36.00

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 24,000 △6.4 350 △34.3 300 △38.0 200 ― 19.67
通期 47,500 △11.5 1,050 △45.8 950 △32.7 500 △18.2 49.17

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） 

（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）当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に伴い四半期財務諸表を作成しております。 
（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。業績予想の前提等については、２ページ【定性的情報・財務諸表等】３．業績予想に関する定性的情報をご覧くだ
さい。  

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 有

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 10,200,000株 20年3月期 10,200,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期 346,971株 20年3月期 30,168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 10,013,155株 20年3月期第1四半期 10,169,927株



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１四半期の世界経済は、ＢＲＩＣｓを中心とした新興国の経済成長を受けて全体としては拡大基調にありまし

たが、サブプライム問題に端を発した金融不安の影響は米国に止まらず先進国に波及し、経済の減速が顕著に見られ

てきております。

　一方、日本経済は米国経済の停滞による輸出の伸びの鈍化、また、原油価格の高騰や原材料価格の上昇の長期化に

よりコスト増となり企業収益は急速に減少に転じ、企業の景況感も大幅に悪化してまいりました。そのため、平成14

年から続く過去最長の景気回復局面が終わり景気後退局面に入った可能性も報じられ、先行きは不透明感が強まる状

況となりました。

　このような中で当社グループが属する自動車部品業界、住宅設備業界を取り巻く環境において、自動車生産台数は

高成長を続ける新興国向けを中心とした需要に応えるべく増加しています。一方、住宅市場は、資材価格の高騰によ

る影響及び景気の先行き不安から買い控えとなり市況は低迷しております。

　このような環境の下、当第１四半期における連結売上高は12,849百万円（前期比8.0％増加）、連結営業利益は209

百万円（前期は連結営業損失175百万円）、連結経常利益は430百万円（前期は連結経常損失246百万円）、連結四半

期純利益は249百万円（前期は連結四半期純損失159百万円）となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当期における総資産は前連結会計年度比1,083百万円減少し39,113百万円、純資産合計は前連結会計年度比1,137百

万円減少の20,279百万円となりました。この結果、自己資本比率は50.5％となりました。主な増減といたしまして、

現金及び預金の減少124百万円、製品の減少375百万円等により、流動資産は496百万円減少しています。固定資産は

有形固定資産の減少708百万円、投資その他の資産の増加133百万円等により586百万円減少となりました。

　流動負債につきましては、支払手形及び買掛金の減少635百万円、短期借入金の増加903百万円、賞与引当金の増加

180百万円等により494百万円増加となりました。固定負債は、長期借入金の減少345百万円等により440百万円の減少

となりました。

　なお、純資産は20,279百万円となり、自己資本比率は50.5％と当四半期において1.3ポイント悪化しております。

（キャッシュ・フローの状況）

　当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物の残高は5,554百万円となり、前連結会計年度末に比べ123

百万円減少しました。また、当第１四半期連結会計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」と「投資活

動によるキャッシュ・フロー」との差額であるフリー・キャッシュ・フローは40百万円の支出となりました。

　「営業活動によるキャッシュ・フロー」は401百万円の収入となりました。主なプラス要因は、税金等調整前四半

期純利益432百万円、減価償却費524百万円、棚卸資産の減少額385百万円等であり、主なマイナス要因は、売上債権

の増加額413百万円、仕入債務の減少額357百万円等によるものです。

　「投資活動によるキャッシュ・フロー」は442百万円の支出となりました。主な要因は、有形固定資産の取得によ

る支出490百万円等によるものです。

　「財務活動によるキャッシュ・フロー」は193百万円の収入となりました。主な要因は、金融機関からの借入によ

る調達を実施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

　平成21年３月期の業績予想につきましては、平成20年５月15日に公表いたしました第２四半期連結累計期間の業績

予想を修正いたしました。具体的な内容については本日平成20年８月６日公表の「業績予想の修正に関するお知ら

せ」をご参照ください。

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。
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（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

・簡便な会計処理

　　１．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。

・四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

　　１．税金費用の計算

　　　　税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む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

・会計処理基準に関する事項の変更

　　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．棚卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりましたが、当第１四半期連結会計

期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号）が適用されたことに伴い、主として総

平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定してお

ります。

　なお、この変更による損益への影響は軽微であります。

　　３．当第１四半期連結会計期間より「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」

（実務対応報告第18号）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。なお、この変更による損益への

影響は軽微であります。

　　４．所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理よっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（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」（企業会計基準適用指針第16号）を当第１四半期連結会計期間から早期適用し、通常の売買取

引に係る会計処理によっております。なお、この変更による損益への影響は軽微であります。

　　５．従来、一般クレーム費用及びリコール等特別クレーム費用に係る製品保証引当金繰入額は、販売費及び一般

管理費に計上しておりましたが、当第１四半期連結会計期間より、リコール等特別クレーム費用に係る製品保

証引当金繰入額につきましては特別損失として計上する方法に変更しております。

　この変更は、得意先である自動車メーカーのグローバル生産・販売の進展に伴い、リコール等特別クレーム

費用の重要性が著しく高まってきたことを契機に、クレーム費用の損益計算書における計上区分について見直

した結果、リコール等特別クレーム費用に係る製品保証引当金繰入額を特別損失として処理することにより、

費用収益の対応を明確にし、経営成績をより適正に開示するために行ったものであります。

　なお、この変更による損益への影響はありません。
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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 5,760 5,885

受取手形及び売掛金 10,426 10,300

商品 61 70

製品 785 1,160

原材料 2,663 2,779

仕掛品 1,107 1,106

その他 1,956 1,949

貸倒引当金 △9 △3

流動資産合計 22,752 23,249

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,171 4,488

機械装置及び運搬具 4,328 4,730

土地 1,581 1,638

その他 2,707 2,639

有形固定資産合計 12,789 13,497

無形固定資産 264 276

投資その他の資産 3,306 3,173

固定資産合計 16,361 16,948

資産合計 39,113 40,197

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,940 8,575

短期借入金 3,246 2,342

未払法人税等 242 214

賞与引当金 675 494

役員賞与引当金 7 4

製品保証引当金 120 130

その他 2,526 2,502

流動負債合計 14,759 14,264

固定負債   

長期借入金 2,025 2,371

退職給付引当金 354 345

負ののれん 1 1

その他 1,693 1,797

固定負債合計 4,074 4,515

負債合計 18,833 18,780



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,760 2,760

資本剰余金 2,952 2,952

利益剰余金 14,231 14,162

自己株式 △396 △22

株主資本合計 19,547 19,852

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 345 277

繰延ヘッジ損益 △194 △157

為替換算調整勘定 53 847

評価・換算差額等合計 204 967

少数株主持分 527 597

純資産合計 20,279 21,417

負債純資産合計 39,113 40,197



（２）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）

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 12,849

売上原価 11,324

売上総利益 1,525

販売費及び一般管理費 1,316

営業利益 209

営業外収益  

受取利息 8

受取配当金 9

為替差益 168

投資有価証券評価損戻入益 70

その他 14

営業外収益合計 271

営業外費用  

支払利息 41

その他 9

営業外費用合計 50

経常利益 430

特別利益  

固定資産売却益 3

その他 0

特別利益合計 4

特別損失  

固定資産除売却損 1

特別損失合計 1

税金等調整前四半期純利益 432

法人税、住民税及び事業税 199

法人税等調整額 △16

法人税等合計 182

少数株主利益 0

四半期純利益 249



（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 432

減価償却費 524

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5

受取利息及び受取配当金 △18

支払利息 41

投資有価証券評価損益（△は益） △70

固定資産売却損益（△は益） △3

固定資産除却損 1

賞与引当金の増減額（△は減少） 173

製品保証引当金の増減額（△は減少） △9

売上債権の増減額（△は増加） △413

たな卸資産の増減額（△は増加） 385

仕入債務の増減額（△は減少） △357

その他 △110

小計 582

利息及び配当金の受取額 19

利息の支払額 △52

法人税等の支払額 △148

営業活動によるキャッシュ・フロー 401

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 △490

有形固定資産の売却による収入 74

無形固定資産の取得による支出 △15

その他 △10

投資活動によるキャッシュ・フロー △442

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 2,400

短期借入金の返済による支出 △1,400

長期借入金の返済による支出 △247

自己株式の取得による支出 △373

配当金の支払額 △183

少数株主への配当金の支払額 △3

財務活動によるキャッシュ・フロー 193

現金及び現金同等物に係る換算差額 △275

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △123

現金及び現金同等物の期首残高 5,678

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,554



　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

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

ａ．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
（百万円）

セキュリティ
機器事業
（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 11,146 1,702 12,849 － 12,849

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
41 14 56 (56) －

計 11,188 1,717 12,906 (56) 12,849

営業利益又は営業損失（△） 218 △17 201 8 209

 

ｂ．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 7,667 2,769 2,412 12,849 － 12,849

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
1,100 4 340 1,444 (1,444) －

計 8,768 2,773 2,752 14,294 (1,444) 12,849

営業利益又は営業損失（△） △74 △26 286 185 23 209

 

ｃ．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 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 2,770 2,610 20 5,401

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － － 12,849

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の

割合（％）
21.5 20.3 0.2 42.0

 

（６）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。

－ 1 －



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日）

（単位：百万円）

科　　目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金　　額

Ⅰ　売上高 11,901

Ⅱ　売上原価 10,661

売上総利益 1,239

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,414

営業損失 △175

Ⅳ　営業外収益 67

Ⅴ　営業外費用 138

経常損失 △246

Ⅵ　特別利益 1

Ⅶ　特別損失 0

税金等調整前四半期純損失 △245

法人税等 △25

少数株主損失 △60

四半期純損失 △159

－ 2 －



（２）（要約）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（平成19年４月１日～６月30日）

（単位：百万円）

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区　　分 金　　額

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純利益 △245

　減価償却費 469

　売上債権の増減額（△は増加） 1,178

　たな卸資産の増減額（△は増加） △278

　仕入債務の増減額（△は減少） △618

　その他 877

小計 1,383

　利息及び配当金の受取額 25

　利息の支払額 △50

　法人税等の支払額 △20

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,337

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 △684

　有形固定資産の売却による収入 104

　投資有価証券の取得による支出 △98

　その他 68

投資活動によるキャッシュ・フロー △608

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

　短期借入れによる収入 2,100

　短期借入金の返済による支出 △1,800

　長期借入れによる収入 302

　長期借入金の返済による支出 △321

　配当金の支払額 △183

　その他 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー 96

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 104

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額（△は減少） 929

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 4,575

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 5,505

－ 3 －



（３）セグメント情報

ａ．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
（百万円）

セキュリティ
機器事業
（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 10,072 1,828 11,901 － 11,901

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
38 18 57 (57) －

計 10,111 1,847 11,958 (57) 11,901

営業利益又は営業損失（△） △222 41 △181 5 △175

ｂ．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 6,694 3,466 1,740 11,901 － 11,901

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
1,794 4 499 2,297 (2,297) －

計 8,488 3,470 2,239 14,198 (2,297) 11,901

営業利益又は営業損失（△） △64 △108 80 △93 (82) △175

ｃ．海外売上高

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）

 北米 アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 3,466 1,837 35 5,339

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － － 11,901

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の

割合（％）
29.1 15.5 0.3 44.9

－ 4 －
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