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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 13,297 ― 337 ― 289 ― 156 ―

20年3月期第2四半期 13,536 20.1 618 28.8 638 35.7 345 18.8

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 9.05 ―

20年3月期第2四半期 19.96 ―

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 18,307 10,827 58.7 621.36
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2四半期  10,740百万円 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 25,600 △10.4 480 △70.0 420 △74.0 250 △72.5 14.46

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）通期の業績予想につきましては、平成20年8月5日に発表いたしました予測から修正しております。詳細につきましては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。 
なお、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に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があり
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。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2四半期  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2四半期  23,869株 20年3月期  23,306株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  17,286,542株 20年3月期第2四半期  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）

（％表示は対前期増減率）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円銭

通期 24,100 △ 10.0 80 △ 89.8 480 △ 50.3 420 △ 29.5 24.30

（注）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無　　：　　有

1株当たり

当期純利益
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２四半期連結累計期間においては当社グループに関連する自動車業界は、景気の低迷やガソリン価格の高騰な

どの影響を受け、国内及び米国での自動車販売とも前年割れとなりました。またこれまで高成長を持続してきた中

国・インドにおいても販売に減速感が現れ始めました。 

 このような状況下、当第２四半期連結累計期間における当社グループの連結売上高については、13,297百万円（前

年同期比１．８％減）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。 

 表示系製品はアクセサリーメータ、コンビネーションメータなどの生産が増加した結果、売上高は9,105百万円

（前年同期比２．６％増）となりました。 

 モータ系製品は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こと、ＡＢＳ用モータが次期モデルへの移

行により減少した結果、売上高は2,527百万円（前年同期比２０．１％減）となりました。 

 その他製品では電流センサ、アンテナコードなどの生産が増加した結果、売上高は1,663百万円（前年同期比１

０．９％増）となりました。 

 利益につきましては、生産性向上、購入材低減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、売上減少

に伴う操業度損、償却期間の変更を含む償却費負担増、鉄をはじめとする材料費のアップ、為替評価損などがありま

した結果、営業利益337百万円、経常利益289百万円、当四半期純利益156百万円となりました。 

（注）前年同四半期増減率は参考として記載しております。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、現金及び預金、受取手形・売掛金等の売上債権減少等により、前連結会

計年度末に比べ625百万円減少し、18,307百万円となりました。負債については仕入債務の減少などにより、前連結

会計年度末に比べ671百万円減少し、7,479百万円となりました。純資産については利益剰余金の増加等により、前連

結会計年度末に比べ46百万円増加し、10,827百万円となりました。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 米国でのサブプライム問題に端を発した金融不安は、世界経済全体に広がり、物価上昇と相俟って景気の不透明感

および減速感は一層強まっております。当社グループが関連する自動車業界においても今後世界的な販売低迷が続く

ものと懸念され、当社グループを取り巻く環境は更に厳しくなると予測されることから、通期の業績予想を修正いた

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 

 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。 

（追加情報） 

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100百万円減少

し、四半期純利益は60百万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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 832,874 1,095,251

受取手形及び売掛金 4,031,761 4,317,571

有価証券 950,792 1,001,669

製品 335,508 365,177

原材料 452,311 412,503

仕掛品 655,553 729,868

関係会社預け金 2,656,404 2,761,323

その他 222,468 99,454

流動資産合計 10,137,675 10,782,818

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 3,946,827 3,815,492

その他（純額） 3,198,374 3,173,057

有形固定資産合計 7,145,202 6,988,549

無形固定資産 126,812 127,309

投資その他の資産   

その他 956,823 1,092,862

貸倒引当金 △59,227 △59,227

投資その他の資産合計 897,596 1,033,635

固定資産合計 8,169,610 8,149,494

資産合計 18,307,286 18,932,313

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,600,418 3,799,807

短期借入金 － 15,609

未払法人税等 100,531 194,009

引当金 84,603 104,674

その他 2,452,334 2,768,289

流動負債合計 6,237,887 6,882,390

固定負債   

退職給付引当金 1,187,125 1,196,203

役員退職慰労引当金 54,957 73,075

固定負債合計 1,242,082 1,269,278

負債合計 7,479,969 8,151,668
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 6,828,830 6,776,623

自己株式 △9,113 △8,934

株主資本合計 10,581,681 10,529,653

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 155,868 180,510

為替換算調整勘定 3,339 8,275

評価・換算差額等合計 159,208 188,785

少数株主持分 86,426 62,205

純資産合計 10,827,316 10,780,644

負債純資産合計 18,307,286 18,932,313
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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

売上高 13,297,197

売上原価 12,097,079

売上総利益 1,200,118

販売費及び一般管理費 862,281

営業利益 337,836

営業外収益  

受取利息 23,735

物品売却益 15,762

その他 23,558

営業外収益合計 63,055

営業外費用  

為替差損 72,089

固定資産廃棄損 26,298

その他 12,780

営業外費用合計 111,169

経常利益 289,723

特別損失  

減損損失 4,664

事業再編損 3,619

特別損失合計 8,283

税金等調整前四半期純利益 281,440

法人税、住民税及び事業税 148,725

法人税等調整額 △51,309

法人税等合計 97,415

少数株主利益 27,523

四半期純利益 156,501
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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」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（要約）中間連結損益計算書 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日）

区分 金額（千円） 

Ⅰ 売上高 13,536,139 

Ⅱ 売上原価 12,107,217 

売上総利益 1,428,922 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 810,067 

営業利益 618,854 

Ⅳ 営業外収益 73,572 

Ⅴ 営業外費用 54,056 

経常利益 638,370 

Ⅵ 特別損失 3,479 

税金等調整前中間純利益 634,891 

法人税、住民税及び事業
税 173,965 

法人税等調整額 108,249 

少数株主利益 7,595 

中間純利益 345,080 
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