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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 6,646 ― 485 ― 585 ― 322 ―

20年3月期第1四半期 6,473 15.2 303 17.0 319 15.3 239 46.5

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 14.84 ―

20年3月期第1四半期 11.02 ―

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 20,856 8,668 41.6 398.42
20年3月期 21,826 9,874 45.2 453.83

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  8,668百万円 20年3月期  9,874百万円

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 ― 0.00 ― 12.50 12.50
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 10.00 10.00

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 12,650 ― 220 ― 160 ― 170 ― 7.81
通期 25,500 △8.1 700 △36.5 550 △21.8 430 △23.4 19.76

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、4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、4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、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としてお
ります。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる可能性があります。 
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。又、「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  21,758,000株 20年3月期  21,758,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  2,362株 20年3月期  2,362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  21,755,638株 20年3月期第1四半期  21,756,400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１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、米国経済の低迷、原油価格等の高騰による企業収益の圧

迫、物価上昇による個人消費の低迷等により、景気の減速傾向が強まってまいりました。 

 海外につきましては、米国では設備投資が弱くなっており、景気の後退懸念が高まっております。欧州では景

気回復は緩やかになっており、アジアでは景気の拡大が続いておりますが、世界的な景気下振れリスクが高まっ

ております。 

 当社グループの属する自動車業界におきましては、国内販売台数はガソリン価格の高騰による買い控えもあり

117万台（前年同期比1.9％減）となりましたが、輸出台数は欧州・北米・アジア・中近東向けの増加等により170

万台（前年同期比11.5％増）となりました。この結果、国内生産台数は287万台（前年同期比5.5％増）と増加い

たしました。又、北米市場はガソリン価格の高騰及び景気減速の影響による大型車の販売不振等、市場の低迷が

顕著となっております。 

 このような状況のもと、当社グループは自動車用アンテナ及び通信分野の新商品開発、日本・北米・欧州・ア

ジア・中米地域への拡販、財務体質の強化等を進めてまいりました。 

 この結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は、自動車関連機器事業の米国での拡販が好調となったこと等

により、66億46百万円となりました。利益面につきましては、売上高の好調及び販管費の圧縮等により、営業利

益は4億85百万円、経常利益は為替差益の影響もあったことから5億85百万円、当第1四半期純利益は、特別損失に

たな卸資産の評価基準の変更に伴う「たな卸資産評価損」を計上いたしましたが、3億22百万円となりました。  

    事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

①自動車関連機器事業 

  自動車関連機器事業におきましては、自動車用アンテナ及び中継ケーブルの拡販が好調に推移したことによ

り、売上高は62億2百万円となり、営業利益は4億89百万円となりました。 

②通信関連機器事業 

  通信関連機器事業におきましては、携帯電話用アンテナの低迷により、売上高は4億40百万円、営業損失は3百 

万円となりました。  

③その他の事業 

  その他の事業におきましては、二輪用品専門店「２りんかん」を平成19年９月に閉店したことにより、売上高

は3百万円、営業損失は0百万円となりました。  

    所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。 

①日本 

  通信関連機器事業における携帯電話用アンテナが低迷いたしましたが、自動車関連機器事業の中継コードが好

調に推移したことにより、外部売上高は33億86百万円、セグメント間の内部売上高は2億92百万円、営業利益は2

億61百万円となりました。  

②アジア地域 

  自動車関連機器事業の自動車用アンテナが好調に推移したことにより、外部売上高は4億57百万円、セグメント

間の内部売上高は20億13百万円、営業損失は58百万円となりました。  

③北米地域 

  自動車関連機器事業の中継ケーブル及び自動車用アンテナが好調に推移したことにより、外部売上高は22億23

百万円、セグメント間の内部売上高は27百万円、営業利益は1億21百万円となりました。  

④中米地域 

  自動車関連機器事業の中継ケーブル及び自動車用アンテナの低迷により、外部売上高は73百万円、セグメント

間の内部売上高は9億72百万円、営業損失は68百万円となりました。  

⑤欧州地域 

  自動車関連機器事業の自動車アンテナ用アンプ類の低迷により、外部売上高は5億5百万円、内部売上高は23百

万円、営業利益は13百万円となりました。  

 なお、事業の種類別セグメントの売上については外部顧客に対する売上高を、所在地別セグメントの売上につい

ては外部顧客に対する売上高とセグメント間の内部売上高を記載しております。 



２．連結財政状態に関する定性的情報 

  当社グループは財務体質の改善目標として経常利益率など収益性の改善ももちろんのことでありますが、当社グ

ループの課題である経営の安全性を高めるため、有利子負債の削減、たな卸資産の圧縮、自己資本の充実等に努め

てまいりました。この結果、次のとおりの財政状態となりました。 

  (流動資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、144億45百万円（前連結会計年度150億82百万円）とな

り、6億37百万円減少いたしました。 

  主に「受取手形及び売掛金」が2億31百万円増加し、「商品及び製品」が1億41百万円、「原材料及び貯蔵品」が

3億96百万円減少いたしました。 

  (固定資産） 

  当第１四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、64億11百万円（前連結会計年度67億43百万円）とな

り、3億32百万円減少いたしました。 

  主に「有形固定資産」が3億92百万円減少いたしました。 

 （流動負債） 

  当第１四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、109億32百万円（前連結会計年度105億94百万円）とな

り、3億38百万円増加いたしました。 

 主に「短期借入金」が4億円36百万円増加いたしました。 

 （固定負債） 

 当第１四半期連結会計期間末における固定負債の残高は、12億55百万円（前連結会計年度13億57百万円）とな

り、1億2百万円減少いたしました。 

 主に「退職給付引当金」が1億1百万円減少いたしました。 

 （純資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産の残高は、86億68百万円（前連結会計年度98億74百万円）となり、

12億5百万円減少いたしました。 

 主に「為替換算調整勘定」が12億58百万円減少いたしました。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

  当第１四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益並びに四半期純利益は、平成20年５月20日に公表いたしまし

た第２四半期連結累計期間の連結業績予想を上回る推移となっておりますが、国内経済を始めとする世界経済の動

向、為替、原油価格の高騰等、現時点における不透明な要素が多いことから、平成21年３月期の連結業績予想につ

いては、平成20年５月20日に公表した業績予想を据え置いております。 



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 簡便な会計処理 

  １）棚卸資産の評価方法 

       棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿

価切下げを行う方法によっております。 

  ２）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。 

（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 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、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 平成18年７月

５日）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。これにより、営業利益及び経常利益はそれぞれ10,461千円減

少しており、税金等調整前四半期純利益は158,061千円減少しております。なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載しております。 

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 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。なお、これに

よる損益及び期首の利益剰余金に与える影響は軽微であります。 

（追加情報） 

  有形固定資産の耐用年数の変更  

     提出会社及び国内連結子会社の機械装置については、当第１四半期連結会計期間より、法人税法の改正を契

機として見直しを行い、２～10年に変更しております。これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半

期純利益への影響は軽微であります。 

  有形固定資産の耐用年数及び残存価額の変更  

     提出会社の在外連結子会社である大連原田工業有限公司は、建物及び構築物の過去の実績に基づく平均使用

期間を算定した結果、耐用年数が経済耐用年数と乖離していることが判明したため、耐用年数を従来の20年か

ら30年に延長いたしました。又、建物及び構築物、機械装置及び運搬具、その他の有形固定資産の残存価額を

見直した結果、経済的耐用年数経過後の処分可能価額が、概ねゼロもしくは処分費用がかかると見込まれるた

め、当第１四半期連結会計期間より、残存価額を取得価額の10％から実質的価額に変更しました。これによ

り、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ10,367千円減少しております。なお、セ

グメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。  



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 2,434,343 2,501,398

受取手形及び売掛金 5,356,321 5,124,389

商品及び製品 3,370,151 3,512,024

仕掛品 425,908 435,677

原材料及び貯蔵品 1,692,663 2,088,733

その他 1,173,088 1,428,183

貸倒引当金 △7,420 △8,161

流動資産合計 14,445,055 15,082,245

固定資産   

有形固定資産 4,434,162 4,826,915

無形固定資産 555,055 710,878

投資その他の資産   

その他 1,425,788 1,209,588

貸倒引当金 △3,417 △3,415

投資その他の資産合計 1,422,370 1,206,172

固定資産合計 6,411,589 6,743,966

資産合計 20,856,644 21,826,212

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,420,834 2,577,392

短期借入金 3,947,824 3,510,922

1年内償還予定の社債 3,000,000 3,000,000

賞与引当金 407,140 276,781

役員賞与引当金 3,988 38,240

その他 1,153,108 1,190,778

流動負債合計 10,932,896 10,594,114

固定負債   

退職給付引当金 555,494 656,938

役員退職慰労引当金 647,696 656,612

その他 52,149 44,408

固定負債合計 1,255,339 1,357,958

負債合計 12,188,236 11,952,073



（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 2,019,181 2,019,181

資本剰余金 1,859,981 1,859,981

利益剰余金 6,137,655 6,093,790

自己株式 △1,169 △1,169

株主資本合計 10,015,649 9,971,784

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 63,305 54,899

為替換算調整勘定 △1,410,546 △152,545

評価・換算差額等合計 △1,347,241 △97,645

純資産合計 8,668,408 9,874,139

負債純資産合計 20,856,644 21,826,212



（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 6,646,244

売上原価 4,702,197

売上総利益 1,944,047

販売費及び一般管理費 1,458,512

営業利益 485,535

営業外収益  

為替差益 131,477

その他 29,369

営業外収益合計 160,847

営業外費用  

支払利息 52,699

その他 7,808

営業外費用合計 60,507

経常利益 585,874

特別利益  

固定資産売却益 2,008

役員賞与引当金戻入額 5,680

特別利益合計 7,688

特別損失  

たな卸資産評価損 147,600

その他 5,946

特別損失合計 153,546

税金等調整前四半期純利益 440,016

法人税、住民税及び事業税 108,406

法人税等調整額 8,690

法人税等合計 117,097

四半期純利益 322,919



　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。又、「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）セグメント情報

①　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）

自動車関連機器事
業（千円）

通信関連機器事業
（千円）

その他の事業
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売

上高
6,202,052 440,677 3,514 6,646,244 － 6,646,244

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － － － － －

計 6,202,052 440,677 3,514 6,646,244 － 6,646,244

営業利益又は営業損失

（△）
489,779 △3,601 △642 485,535 － 485,535

　（注）１．事業区分の方法

事業は、製品の種類、性質、製造方法、販売方法等の類似性及び関連資産等に照らし、区分しております。

２．各事業の主要な製品等

事業区分 主要製品

自動車関連機器事業
自動車ラジオ用アンテナ、中継ケーブル、自動車ＴＶ用アンテナ、自動車アンテナ用アンプ類、アクチュ

エーター、ＥＴＣ用アンテナ等

通信関連機器事業 携帯電話用アンテナ、ＰＨＳ基地局・端末用アンテナ、ＰＯＳ用アンテナ、無線ＬＡＮ用アンテナ等

その他の事業 家庭用温灸器等

３．会計処理の方法の変更

（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　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　平成18年７月５

日）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合と比べて、営業利益が「自動車関連機器事

業」で9,803千円、「通信関連機器事業」で657千円それぞれ減少しております。

４．追加情報

（有形固定資産の耐用年数及び残存価額の変更）

　当第１四半期連結会計期間より「有形固定資産の耐用年数及び残存価額の変更」をしております。この変更に

伴い、従来の方法によった場合と比べて、営業利益が「自動車関連機器事業」で10,367千円減少しております。

－ 1 －



②　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
（千円）

アジア
（千円）

北米
（千円）

中米
（千円）

欧州
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上

高
3,386,668 457,724 2,223,391 73,319 505,140 6,646,244 － 6,646,244

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高
292,823 2,013,096 27,445 972,243 23,153 3,328,762 (△3,328,762) －

計 3,679,492 2,470,820 2,250,837 1,045,562 528,294 9,975,007 (△3,328,762) 6,646,244

営業利益又は営業損失

(△)
261,133 △58,094 121,918 △68,306 13,799 270,449 215,085 485,535

　（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地域の主な国は次のとおりであります。

(1）アジア……中国、ベトナム

(2）北米……米国

(3）中米……メキシコ

(4）欧州……英国、ドイツ

３．会計処理の方法の変更

（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　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　平成18年７月５

日）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合と比べて、営業利益が「日本」で10,461千

円減少しております。

４．追加情報

（有形固定資産の耐用年数及び残存価額の変更）

　当第１四半期連結会計期間より「有形固定資産の耐用年数及び残存価額の変更」をしております。この変更に

伴い、従来の方法によった場合と比べて、営業利益が「アジア」で10,367千円減少しております。

③　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）

アジア 北米 欧州 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 684,726 2,230,361 514,996 100,257 3,530,341

Ⅱ　連結売上高（千円） 6,646,244

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 10.3 33.6 7.7 1.5 53.1

　（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する地域の主な国は次のとおりであります。

(1）アジア…フィリピン、中国、タイ

(2）北米……米国、カナダ

(3）欧州……英国、ドイツ

３．海外売上高は、提出会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。

（５）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。

－ 2 －



「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

科目

前年同四半期
（平成20年3月期
第１四半期）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 6,473

Ⅱ　売上原価 4,591

売上総利益 1,882

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,579

営業利益 303

Ⅳ　営業外収益 88

Ⅴ　営業外費用 72

経常利益 319

Ⅵ　特別損失 8

  固定資産除却損 8

　税金等調整前四半期純利益 310

　税金費用 70

　四半期純利益 239

　　（２）　セグメント情報

　　　　　　事業の種類別セグメント売上高（外部顧客に対する売上高）

  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）

　（単位：百万円未満切捨）

自動車関連機器事業 通信関連機器事業 その他の事業 合計

5,919 488 65 6,473

－ 1 －
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