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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 4,561 ― 354 ― 432 ― 183 ―

20年3月期第1四半期 4,289 1.3 217 19.3 293 11.5 185 10.3

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 9.22 ―

20年3月期第1四半期 9.31 ―

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 14,906 10,821 72.6 542.29
20年3月期 15,366 10,766 70.1 539.48

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  10,821百万円 20年3月期  10,766百万円

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 ― 8.50 16.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 8.00 ― 8.00 16.00

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  

   単元未満株式の買取りによる株式数の変動により、１株当たり当期純利益のみを変更しております。  

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 9,350 ― 510 ― 650 ― 270 ― 13.53
通期 19,500 3.1 1,440 8.7 1,710 6.4 780 5.8 39.09

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、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） 

［（注）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．業績予想には、発表日現在の将来に関する前提・見通しに基づく予測が含まれており、経済情勢・競合状況及び為替の変動等にかかわる不確定要素により、現実の
業績は予想数値と大幅に異なる可能性があります。なお、業績予想に関する事項は、２ページの【定性的情報・財務諸表等】 ３．連結業績予想に関する定性的情報をご
参照ください。 
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。  

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  20,020,000株 20年3月期  20,020,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  64,126株 20年3月期  63,406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  19,956,414株 20年3月期第1四半期  19,959,347株
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【定性的情報・財務諸表等】

連結経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期のわが国経済は、米国のサブプライムローン問題を発端とした金融市場の混乱による世界景気の

減速懸念と、原油、資源、食糧価格の高騰等による世界的なインフレ圧力の高まりから、景気の先行きは内外と

も不透明感が一段と強くなりました。

　このような状況の下、当社グループは優位な分野の一層の強化に向け「オリジナル商品の販路開拓・拡大」に

注力いたしました結果、当社グループ全体の売上高は４５億６１百万円（前年同期比１０６％）、営業利益は３

億５４百万円（前年同期比１６３％）、経常利益は４億３２百万円（前年同期比１４８％）と増収・増益になり

ました。

　なお、役員退職慰労金制度廃止に伴う功労加算金１億２２百万円を特別損失に計上いたしましたので、四半期

純利益は１億８３百万円（前年同期比９９％）となりました。

　事業の種類別セグメントは次のとおりであります。

(自動車関連事業）

　国内の自動車販売は、諸物価の高騰、特にガソリンの高値更新が消費者心理の悪化を招き、４～６月の新車総

販売台数（軽自動車含む）は１１７万台と前年同期比約２％減となり、アフターマーケットの営業環境も、引続

き厳しい局面が続いております。

　このような環境下、当社の国内部門では、ボディコーティング剤を中心とするオリジナル商品と省燃費ニーズ

が高まる中、エンジン内部を保護し燃費の効率向上に貢献するオイル添加剤「ＭＴ-１０」の拡販に注力いたしま

した。飲酒運転防止を目指した自己管理型アルコール検知器「ソシアック」につきましては、機能を充実させ、

環境にも配慮した新機種を加え、幅広い業種に向けた営業活動に取り組んでおります。

　海外部門では、厳しい外的環境下、新興国、資源国に密着した営業活動の継続により、概ね堅調に推移いたし

ました。特にロシア及びアセアンを中心としたアジア向けが引続き好調を維持いたしました。

　これにより、自動車関連事業全体の売上高は３６億８５百万円、営業利益は５億３４百万円となりました。

(移動体通信関連事業)

　移動体通信関連事業では、昨年後半から各キャリアが次々に導入した割賦販売制度により、携帯電話の買い替

え期間が長期化し、その影響もあって、売上高は８億７６百万円、営業利益は２３百万円にとどまりました。

連結財政状態に関する定性的情報

当第１四半期連結会計期間末の財政状態を分析しますと、

①　総資産合計は１４９億６百万円で前連結会計年度末に比べ４億５９百万円減少しております。

　　減少の主なものは、投資有価証券が８０百万円増加したものの、移動体通信関連事業を中心とした販売の低

　迷により受取手形及び売掛金が５億３３百万円減少したことによるものであります。

②　負債合計は４０億８４百万で前連結会計年度末に比べ５億１５百万円減少しております。

　　減少の主なものは、支払手形及び買掛金で４億２１百万円、未払法人税等で２億９３百万円、それぞれ減少

　いたしました。　

③　純資産合計は１０８億２１百万円で前連結会計年度末に比べ５５百万円増加いたしました。

　利益剰余金で１３百万円増加し、その他有価証券評価差額金で４４百万円増加いたしました。なお、自己資本

　比率は、70.1％から72.6％となりました。

連結業績予想に関する定性的情報

　国内では業界再編の動きが加速し、業種間、企業間の業績格差が一層拡大しつつあります。当社といたしまし

ては、相互の信頼に基づく関係企業との協力体制を通じて、ユーザーのご期待を上回るオンリーワンの「開発型

企業」を目指し、既存優位のマーケットのさらなる拡大と異業種を展望したビジネス領域に挑戦してまいります。

　なお、第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想は、1株当たり当期純利益を除き、当初の計画(平成

２０年５月１６日発表)を変更しておりません。

１．

２．

３．
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４．その他

該当事項はありません。

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　簡便な会計処理

　１）法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

　　　法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法

　　によっております。

　　　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の

　　発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタック

　　ス・プランニングを利用する方法によっております。

②　四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

　　該当事項はありません。

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　会計処理基準に関する事項の変更

　１）「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用

　　　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（平成１９年３月１４日　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」（平成１９年３月１４日　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」(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。　　

　　　なお、これによる損益に与える影響はありません。

②　追加情報

　１）役員退職慰労引当金

　　　当社は、平成２０年６月２６日開催の定時株主総会において、役員報酬制度の見直しの一環として役員退

　　職慰労金制度を廃止いたしました。

　　　従来、当社は役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しておりましたが、

　　制度廃止に伴い、役員退職慰労引当金は全額取り崩すとともに、功労加算金部分を合算して、４億４８百万

　　円を固定負債の「その他」に振替えております。

　　　なお、当該功労加算金部分は、１億２２百万円であり、特別損失の「役員退職慰労金」に計上しておりま

　　す。

(1)

(2)

(3)

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)
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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 前連結会計年度末に係る
連結会計期間末

(平成20年6月30日)
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 4,309 4,356

　　受取手形及び売掛金 1,907 2,441

　　有価証券 1,497 1,496

　　商品及び製品 547 539

　　仕掛品 54 51

　　原材料及び貯蔵品 39 24

　　その他 898 903

　　貸倒引当金 △ 5 △ 5

　　流動資産合計 9,249 9,807

　固定資産

　　有形固定資産

　　　建物及び構築物(純額） 621 629

　　　土地 1,391 1,391

　　　その他（純額） 165 163

　　　有形固定資産合計 2,178 2,184

　　無形固定資産 160 158

　　投資その他の資産

　　　投資有価証券 2,574 2,494

　　　その他 759 736

　　　貸倒引当金 △ 16 △ 16

　　　投資その他の資産合計 3,317 3,214

　　固定資産合計 5,657 5,558

　資産合計 14,906 15,366

負債の部

　流動負債

　　支払手形及び買掛金 1,582 2,003

　　未払法人税等 213 507

　　賞与引当金 93 200

　　その他 803 631

　　流動負債合計 2,693 3,343

　固定負債

　　退職給付引当金 882 880

　　その他 508 376

　　固定負債合計 1,391 1,257

　負債合計 4,084 4,600
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(単位：百万円）

当第１四半期 前連結会計年度末に係る
連結会計期間末

(平成20年6月30日)
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 1,001 1,001

　　資本剰余金 4,184 4,184

　　利益剰余金 5,371 5,357

　　自己株式 △ 30 △ 29

　　株主資本合計 10,526 10,512

　評価・換算差額等

　　その他有価証券評価差額金 296 252

　　繰延ヘッジ損益 △0 1

　　評価・換算差額等合計 295 253

　少数株主持分 ― ―

　純資産合計 10,821 10,766

負債純資産合計 14,906 15,366
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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：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 4,561

売上原価 3,242

売上総利益 1,319

販売費及び一般管理費 964

営業利益 354

営業外収益

　受取利息 2

　受取配当金 11

　受取保証料 31

　受取賃借料 11

　持分法による投資利益 19

　その他 11

　営業外収益合計 87

営業外費用

　支払手数料 4

　投資有価証券評価損 5

　その他 0

　営業外費用合計 9

経常利益 432

特別損失

　役員退職慰労金 122

　特別損失合計 122

税金等調整前四半期純利益 309

法人税、住民税及び事業税 201

法人税等調整額 △ 75

法人税等合計 125

四半期純利益 183
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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 309

　減価償却費 39

　賞与引当金の増減額（△は減少） △ 106

　退職給付引当金の増減額（△は減少） 2

　貸倒引当金の増減額（△は減少） △0

　持分法による投資損益（△は益） △ 19

　受取利息及び受取配当金 △ 13

　売上債権の増減額（△は増加） 533

　たな卸資産の増減額（△は増加） △ 26

　仕入債務の増減額（△は減少） △ 421

　その他 287

　小計 585

　利息及び配当金の受取額 20

　法人税等の支払額 △ 483

　営業活動によるキャッシュ・フロー 122

投資活動によるキャッシュ・フロー

　有価証券の取得による支出 △ 499

　有価証券の償還による収入 500

　投資有価証券の取得による支出 △0

　有形固定資産の売却による収入 0

　有形固定資産の取得による支出 △ 16

　無形固定資産の取得による支出 △ 4

　その他 1

　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 19

財務活動によるキャッシュ・フロー

　配当金の支払額 △ 149

　自己株式の取得による支出 △0

　財務活動によるキャッシュ・フロー △ 149

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 47

現金及び現金同等物の期首残高 3,556

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,509
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　該当事項はありません。

自　動　車 移動体通信
関 連 事 業 関 連 事 業

3,685 876 4,561 　　　 　－ 4,561

　　　　－ 　　　　－ 　　　　－ 　　　 　－ 　　　　 －

3,685 876 4,561 　　　 　－ 4,561

534 23 558 (     203) 354

（注）１．事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

　　　２．各区分の主な製品

　      関連サービスの開発・販売、輸出入

　 

　　

   

　

アジア その他の地域 計
Ⅰ　海外売上高

752 1,157 1,910
Ⅱ　連結売上高

　　　 　　－ 　　　 　　－ 4,561
Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合 16.5% 25.4% 41.9%

　　（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

　　　　　２．各区分に属する主な国又は地域
　　　　　（1）ア ジ ア　　    ……… フィリピン、シンガポール
　　　　　（2）その他の地域　　……… ロシア、米国、アラブ首長国連邦

　　　　　３．海外売上高は、当社の輸出高であり、連結子会社における記載すべき金額はありません。

　

営業利益

　　　（1）自動車関連事業  　 ……  自動車部品の製造・販売、自動車用品及び新商品並びに

　　 　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）

（2）セグメント間の内部売上高

計

計

　　　　　

（単位：百万円）

２．所在地別セグメント情報

　　　（2）移動体通信関連事業 ……  携帯電話、ＰＨＳ及び周辺機器、用品の販売

３．海　外　売　上　高

　 該当事項はありません。

　　情報はありません。

連　　結

　　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）
　
　　　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、開示すべき所在地別セグメント

（1）外部顧客に対する売上高

　　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）

　(6)　株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

消去又は全社

　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。

 　　 又は振替高

売上高

          （単位：百万円）

１．事業の種類別セグメント情報

　(4)　継続企業の前提に関する注記

　(5)　セグメント情報
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Ⅰ　売　　 上　　 高

Ⅱ　売　上　原　価

売 上 総 利 益

Ⅲ　販売費及び一般管理費

営　業　利　益

Ⅳ　営 業 外 収 益

Ⅴ　営 業 外 費 用

経　常　利　益

Ⅵ　特　別　利　益

法 人 税 等

四半期純利益

前第１四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。

　　前第１四半期に係る財務諸表等

　　　（１） (要約）四半期連結損益計算書

　　　（２） (要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

141

185

293

33

税金等調整前四半期純利益 327

983

217

77

1

【参考】

1,200

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)

4,289

3,088

(単位：百万円)
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