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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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2四半期 3,396 ― 35 ― 51 ― △1 ―
20年3月期第2四半期 3,310 11.3 121 65.8 121 44.0 65 170.8

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2四半期 △0.26 ―
20年3月期第2四半期 10.89 ―

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2四半期 6,237 2,645 42.4 441.06
20年3月期 6,372 2,637 41.4 439.78

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  2,645百万円 20年3月期  2,637百万円

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 ― 6.00 6.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 6.00 6.00

3.  平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）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

通期 6,700 △3.2 150 △40.9 158 △29.8 56 △53.3 9.34

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期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」をご確認ください。  

(2) 四半期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」をご確認ください。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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2四半期  6,000,000株 20年3月期  6,000,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  1,787株 20年3月期  1,787株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第2四半期  5,998,213株 20年3月期第2四半期  5,998,213株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1.本資料に記載されている業績の見通し等の将来に関する記述は、現時点で入手可能な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。また、業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等につきましては、３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」をご確認ください。 
2.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」に従い四半期財務諸表を作成しております。 



定性的情報・財務諸表等

 

１．経営成績に関する定性的情報

　当第２四半期累計期間（平成20年４月１日～平成20年９月30日）における我が国経済は、原油・原材料価格の

高騰に伴う鉄鋼の大幅な値上げによる企業収益の低迷に加え、米国の金融危機に端を発した世界経済の急激な減

速による個人消費の縮小と円独歩高により、先行き不透明の状況にあります。

この様な経済状況のなかで、当社は本年度よりスタートいたしました新中期経営計画に基づき、技術・品質・

製造の体質改革を進めるとともに、既存得意先への拡販と新規得意先の開拓を図ってまいりました。

この結果、当社の売上高は、昨年立上がった４輪ブレーキ用部品の寄与により、前年同期比85百万円増の3,396

百万円（前年同期比2.6%増）となりました。

一方、利益面におきましては、原材料等の値上げによる材料費の増、また、法人税法改正による減価償却費の

負担増等も影響し、営業利益は前年同期比85百万円減の35百万円（前年同期比70.4%減）、経常利益は前年同期比

69百万円減の51百万円（前年同期比57.3%減）、当四半期純利益は、有価証券の評価損の計上により前年同期比66

百万円減となり、1百万円の純損失となりました。

※　前年同期比は、参考として記載しております。　

２．財政状態に関する定性的情報

 

（財政状態の変動状況）

当第２四半期会計期間末における総資産は、設備投資の抑制と減価償却費の増加により前年度末比135百万円減

少の6,237百万円となりました。

　純資産は、前年度末比7百万円増加し、2,645百万円となりました。

　その結果、自己資本比率は42.4%となりました。

　また、有利子負債は、前年度末比32百万円増加し、1,398百万円となりました。　

 

（キャッシュ・フローの状況）

当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前年度末に比べ9百

万円減少（7.8%減）の106百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は、182百万円（前年同期比43.9%減）となりました。

　これは主に未払金の減少と棚卸資産の増加によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果支出した資金は、187百万円（前年同期比15.2%減）となりました。

　これは主に内製化のための生産設備の支払によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果支出した資金は、3百万円（前年同期比95.6%減）となりました。

　これは、設備投資資金の支払のため長期借入金を金融機関より行ったためであります。

※　前年同期比は、参考として記載しております。　
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３．業績予想に関する定性的情報

　下期は、景気後退の影響を受けて各完成車メーカーの減産計画が発表され、当社の生産計画も下方修正を余儀な

くされ、売上高は減少する見込みであります。

　また、損益面では原材料費の大幅な高騰と売上高の減少に伴う固定費比率の上昇等が利益を圧迫し、内部の原価

改善活動効果が追いつかない非常に厳しい状況であります。　

　当社といたしましては、継続して固定費削減等の原価改善活動の早期取入れに傾注してまいりますが、10月24日

に開示しました「特別利益の発生及びの業績予想の修正に関するお知らせ」に加え、現在の経営環境を踏まえ、通

期の業績予想を本日別途開示いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」のとおり修正いたします。

　なお、平成20年５月７日の決算短信（非連結）で発表しました通期の業績予想との差異は以下の通りです。

 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

前回発表予想（Ａ） 7,000 260 230 125 20 84

今回修正予想（Ｂ） 6,700 150 158 56 9 34

増減額（Ｂ－Ａ） △300 △110 △72 △69 －  

増減率（％） △4.3% △42.3% △31.3% △55.2% －  

前期実績 6,924 254 225 120 20 14

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

１．たな卸資産の評価方法

　たな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．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、事業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

　税金費用については、当第２四半期会計期間を含む事業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。

　なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。

 

（２）四半期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」に従い四半期財務諸表を作成しております。

　２．たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更

　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、第１四半期会計期間より、「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。

　当第２四半期累計期間末の簿価切下げ額は、11,028千円でありますが、このうち期首の棚卸資産にかかる

額、9,464千円は、特別損失に計上しております。

　これにより、当第２四半期累計期間の営業利益、経常利益は、1,564千円減少し、税引前四半期純利益は、

11,028千円減少しております。
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　３．リース取引に関する会計基準の適用

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る会計処理によっておりまし

たが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部

会）、平成19年３月30日改正））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（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20

年４月１日以後開始する事業年度に係る四半期財務諸表から適用することができることになったことに伴い、

第１四半期会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。

また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間

を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

　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。

　これにより、当第２四半期累計期間の営業利益、経常利益及び税引前四半期純損失への影響はありません。

 

　【追加情報】

（有形固定資産の耐用年数の変更）

　当社の機械装置については、従来、耐用年数を12年としておりましたが、第１四半期会計期間より９年に変

更しました。

　この変更は、平成20年度の税制改正を契機に耐用年数を見直したことによるものであります。

　これにより、第２四半期累計期間の営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益は、それぞれ25,911千円減

少しております。
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 106,465 115,479

受取手形及び売掛金 1,580,002 1,633,363

製品 164,958 161,159

原材料 84,696 56,707

仕掛品 400,744 370,021

貯蔵品 140,635 144,529

前払費用 6,748 4,357

繰延税金資産 72,343 69,996

未収入金 517,551 509,292

その他 14,442 8,832

貸倒引当金 △1,800 △1,900

流動資産合計 3,086,789 3,071,840

固定資産   

有形固定資産   

建物 2,080,634 2,078,460

減価償却累計額 △1,334,252 △1,295,180

建物（純額） 746,381 783,280

構築物 165,247 165,247

減価償却累計額 △110,534 △106,660

構築物（純額） 54,712 58,586

機械及び装置 3,520,066 3,494,951

減価償却累計額 △2,615,499 △2,512,356

機械及び装置（純額） 904,566 982,595

車両運搬具 18,871 18,871

減価償却累計額 △15,525 △14,455

車両運搬具（純額） 3,346 4,415

工具、器具及び備品 600,166 546,640

減価償却累計額 △455,178 △409,467

工具、器具及び備品（純額） 144,987 137,172

土地 40,361 40,361

建設仮勘定 20,474 17,290

有形固定資産合計 1,914,831 2,023,703

無形固定資産   

借地権 4,892 4,892

ソフトウエア 2,044 2,653

その他 859 859

無形固定資産合計 7,796 8,405



（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 133,381 141,591

関係会社株式 653,063 653,063

前払年金資産 392,752 407,322

出資金 303 303

投資不動産（純額） － 11,033

その他 49,060 55,715

投資その他の資産合計 1,228,559 1,269,028

固定資産合計 3,151,187 3,301,138

資産合計 6,237,976 6,372,979

負債の部   

流動負債   

買掛金 291,433 246,116

短期借入金 680,580 660,640

未払金 1,548,259 1,799,781

未払法人税等 4,227 37,733

賞与引当金 139,298 103,645

その他 27,281 31,689

流動負債合計 2,691,079 2,879,606

固定負債   

長期借入金 718,330 706,200

引当金 29,286 26,297

繰延税金負債 153,682 122,966

固定負債合計 901,298 855,463

負債合計 3,592,378 3,735,070

純資産の部   

株主資本   

資本金 715,000 715,000

資本剰余金 677,955 677,955

利益剰余金 1,243,226 1,280,775

自己株式 △567 △567

株主資本合計 2,635,614 2,673,163

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 9,984 △35,254

評価・換算差額等合計 9,984 △35,254

純資産合計 2,645,598 2,637,908

負債純資産合計 6,237,976 6,372,979



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 3,396,300

売上原価 3,084,177

売上総利益 312,122

販売費及び一般管理費 276,168

営業利益 35,954

営業外収益  

受取利息 93

受取配当金 581

為替差益 3,857

受取イニシャルフィ 6,000

製造提携先機械等売却益 2,970

その他 12,369

営業外収益合計 25,873

営業外費用  

支払利息 10,180

営業外費用合計 10,180

経常利益 51,647

特別利益  

固定資産売却益 47

投資有価証券売却益 42

投資不動産売却益 41,941

特別利益合計 42,031

特別損失  

固定資産除却損 1,596

投資有価証券評価損 83,744

減損損失 1,639

たな卸資産評価損 9,464

特別損失合計 96,444

税引前四半期純損失（△） △2,765

法人税等 △1,205

四半期純損失（△） △1,559



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △2,765

減価償却費 225,927

有形固定資産除却損 1,596

たな卸資産評価損 9,464

減損損失 1,639

貸倒引当金の増減額（△は減少） △100

賞与引当金の増減額（△は減少） 35,652

前払年金資産の増減額（△は増加） 14,570

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,988

受取利息及び受取配当金 △674

支払利息 10,180

有形固定資産売却損益（△は益） △47

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 83,701

投資不動産売却損益（△は益） △41,941

売上債権の増減額（△は増加） 53,361

たな卸資産の増減額（△は増加） △68,080

その他の流動資産の増減額（△は増加） △18,508

仕入債務の増減額（△は減少） 45,317

未払金の増減額（△は減少） △98,832

その他の流動負債の増減額（△は減少） △29,149

小計 224,299

利息及び配当金の受取額 674

利息の支払額 △10,279

法人税等の支払額 △32,300

営業活動によるキャッシュ・フロー 182,394

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 △247,244

有形固定資産の売却による収入 47

投資有価証券の取得による支出 △135

投資有価証券の売却による収入 599

投資不動産の売却による収入 52,974

投資その他の資産の増減額（△は増加） 6,237

投資活動によるキャッシュ・フロー △187,521

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） △100

長期借入れによる収入 100,000

長期借入金の返済による支出 △67,830

配当金の支払額 △35,956

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,886

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △9,013

現金及び現金同等物の期首残高 115,479

現金及び現金同等物の四半期末残高 106,465



（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）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。

（６）部門別販売の状況

事業部門 品目
当第２四半期累計期間

（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

輸送用機器関連

事業

自動車用

部品

視界確保(千円) 297,083

利便快適(千円) 736,442

コミュニケーション(千円) 74,568

エンジン補機(千円) 168,317

４輪ブレーキ(千円)   1,297,168

２輪ブレーキ(千円)   232,117

２輪汎用(千円) 409,115

小計(千円) 3,214,813

応用機器(千円) 181,486

合計(千円) 3,396,300

　（注）1.主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は次のとおりです。

相手先
当第２四半期累計期間

（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

割合
（％）

㈱ミツバ（千円） 1,432,222 42.2

曙ブレーキ工業㈱（千円） 725,594 21.4

日信工業㈱（千円） 701,393 20.7

2. 上記の金額には、消費税等を含んでおりません。

－ 1 －



 

 

「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  3,310,898 100.0

Ⅱ　売上原価  2,899,929 87.6

売上総利益  410,968 12.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費  289,602 8.7

営業利益  121,366 3.7

Ⅳ　営業外収益  19,408 0.6

Ⅴ　営業外費用  19,687 0.6

経常利益  121,087 3.7

Ⅵ　特別利益  374 0.0

Ⅶ　特別損失  6,422 0.2

税引前中間純利益  115,038 3.5

法人税、住民税及び事業税 42,328   

法人税等調整額 7,361 49,690 1.5

中間純利益  65,348 2.0

－ 2 －



（２）中間キャッシュ・フロー計算書

前中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９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

 

税引前中間純利益 115,038

減価償却費 196,950

賞与引当金の増加額 35,714

売上債権の減少額 2,976

たな卸資産の増加額 △16,655

仕入債務の減少額　 △17,840

未払金の増加額　 3,167

その他　 81,148

小計 400,500

法人税等の支払額　 △65,805

その他　 △9,427

営業活動によるキャッシュ・
フロー

325,267

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

△212,168

有形固定資産の売却による
収入

967

その他　 △9,921

投資活動によるキャッシュ・
フロー

△221,122

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・
フロー

 

長期借入金の返済による支
出　

△51,900

配当金の支払額　 △35,799

その他　 △54

財務活動によるキャッシュ・
フロー

△87,754

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換
算差額

－

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額 16,390

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残
高

128,992

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期
末残高

145,382

－ 3 －
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