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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 10,550 ― 117 ― 50 ― 5 ―

20年3月期第2四半期 9,580 ― △296 ― △336 ― △291 ―

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 0.33 ―

20年3月期第2四半期 △17.62 ―

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 26,029 13,121 50.0 786.63
20年3月期 25,879 13,228 51.0 797.71

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  13,014百万円 20年3月期  13,200百万円

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 12.00
21年3月期 ― 5.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 5.00 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 20,950 △5.0 205 △43.9 60 △76.3 10 △26.4 0.61

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 
 ・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。 
 ・上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確実な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の変化等によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。 
業績予想の前提となる条件等については、２ページ【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 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  17,514,297株 20年3月期  17,514,297株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  970,172株 20年3月期  966,169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  16,546,461株 20年3月期第2四半期  16,553,989株
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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けるわが国の経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発

した米国大手証券会社の経営破綻など、世界的な金融市場の混乱が続くとともに、原油をはじめ

とする原材料価格の高騰が企業収益を圧迫し、景気の後退懸念が一段と強まりました。 

このような状況のなかで当社グループは、「収益力の強化と持続的な成長に向けた基盤強化」

をテーマに当期を初年度とする新しい中期経営計画を策定し、全社を上げて企業価値向上に取り

組んでまいりました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の連結売上高は10,550百万円、営業利益は117百万円、経

常利益は50百万円、四半期純利益は５百万円となりました。 

 セグメント別の状況につきましては、自動車部品事業では、国内需要は減少しましたが、アジ

アや中近東向けの輸出増等比較的好調な輸出に支えられて自動車生産台数が増加したこともあり、

トランク内装品、シートバックパネルなどの受注増加により、売上高は9,951百万円、営業利益は

68百万円となりました。 

住宅事業では、マンション事業や宅地分譲の案件が計画どおりに推移しましたが、不動産売上

高の計上方法を変更したことや、産業資材の売上高が減少したこと等により、売上高は532百万円、

営業利益は68百万円となりました。 

その他の事業では、売上高は67百万円、営業損失は19百万円となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

   （資産） 

 流動資産は、16,575百万円（前連結会計年度末比413百万円増）となりました。これは主に、

不動産事業出資金が2,424百万円増加し、現金及び預金が864百万円、受取手形及び売掛金が911

百万円それぞれ減少したこと等によるものです。 

 固定資産は、9,441百万円（前連結会計年度末比263百万円減）となりました。これは主に、建

設仮勘定が265百万円増加し、投資有価証券が175百万円減少したこと等によるものです。 

この結果、総資産は26,029百万円（前連結会計年度末比149百万円増）となりました。 

 

（負債） 

流動負債は、8,850百万円（前連結会計年度末比448百万円増）となりました。これは主に、短

期借入金が974百万円増加したこと等によるものです。 

固定負債は、4,057百万円（前連結会計年度末比191百万円減）となりました。これは主に、長

期未払金が191百万円増加し、役員退職慰労引当金が208百万円、社債が100百万円、長期借入金

が79百万円それぞれ減少したこと等によるものです。 

この結果、負債合計は、12,908百万円（前連結会計年度末比257百万円増）となりました。 

 

（純資産） 

純資産は13,121百万円（前連結会計年度末比107百万円減）となりました。これは主に、利益

剰余金が93百万円、その他有価証券評価差額金が93百万円それぞれ減少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 

今後の見通しにつきましては、世界的な景気後退や、為替相場での円高懸念、株式市場の低迷

など先行き不透明な状況が予想されます。当社グループを取り巻く自動車部品業界におきまして

も、国内自動車市場の低迷や輸出の減少を背景とした生産台数の減少が見込まれ、熾烈な競争が

予想されます。 
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このような状況の中で、現時点における通期の連結業績予想につきましては、第２四半期まで

の実績と今後の環境を考慮し、下記の通り変更しております。 

 

   売  上  高       20,950百万円 

   営 業 利 益          205百万円 

   経 常 利 益           60百万円 

   当 期 純 利 益           10百万円 

 

上記の業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき作成したのもであり、今後の経済情勢、

事業運営や為替変動等の内外の状況変化により、実際の業績は記載の予想数値と異なる可能性が

あります。 

 

 

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 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第2四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化

がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定して

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、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。 

 

③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 

 税金費用については、当第2四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整前当期純利

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もり、税金等調整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。 

 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。 
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(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 

①四半期連結財務諸表に関する会計基準の適用 

 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（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の適用 

 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）を適用しております。 

 なお、この変更による損益に与える影響はありません。 

 

③棚卸資産の評価に関する会計基準 

 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（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。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、税金等調整前四半期純利益が5百万円減少し

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 1,138,745  2,003,404

  受取手形及び売掛金 4,928,398  5,839,631

  商品及び製品 710,884  698,675

  原材料及び貯蔵品 331,438  344,676

  販売用不動産 1,172,763  1,045,295

  仕掛販売用不動産 －  2,857

  不動産事業出資金 7,862,907  5,437,932

  営業出資金 －  350,000

  繰延税金資産 146,651  146,647

  その他 310,270  319,403

  貸倒引当金 △26,371  △26,568

  流動資産合計 16,575,688  16,161,955

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物（純額） 1,412,526  1,441,999

   機械装置及び運搬具（純額） 1,441,022  1,568,080

   工具器具及び備品（純額） 726,294  907,595

   土地 2,012,533  2,012,604

   建設仮勘定 302,782  36,916

   有形固定資産合計 5,895,159  5,967,197

  無形固定資産 171,031  198,542

  投資その他の資産  

   投資有価証券 2,260,583  2,436,404

   繰延税金資産 564,315  500,588

   積立保険料 281,950  281,933

   その他 273,165  324,593

   貸倒引当金 △5,131  △5,059

   投資その他の資産合計 3,374,884  3,538,461

  固定資産合計 9,441,075  9,704,200

 繰延資産  

  社債発行費 12,427  13,833

  繰延資産合計 12,427  13,833

 資産合計 26,029,191  25,879,990
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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) 

（負債の部）  

 流動負債  

  支払手形及び買掛金 4,109,448  4,451,579

  短期借入金 3,513,080  2,539,050

  １年内返済予定の長期借入金 310,000  310,000

  １年内償還予定の社債 200,000  200,000

  未払法人税等 27,000  70,411

  賞与引当金 258,549  261,997

  役員賞与引当金 10,420  22,420

  その他 421,782  546,306

  流動負債合計 8,850,280  8,401,764

 固定負債  

  社債 700,000  800,000

  長期借入金 1,643,999  1,723,000

  退職給付引当金 1,520,315  1,515,888

  役員退職慰労引当金 －  208,591

  長期未払金 191,696  －

  その他 1,842  1,842

  固定負債合計 4,057,852  4,249,322

 負債合計 12,908,132  12,651,087

（純資産の部）  

 株主資本  

  資本金 2,167,399  2,167,399

  資本剰余金 1,696,397  1,696,397

  利益剰余金 9,194,148  9,287,947

  自己株式 △260,222  △259,324

  株主資本合計 12,797,722  12,892,420

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 203,297  296,379

  繰延ヘッジ損益 △1,700  △2,844

  為替換算調整勘定 14,752  14,591

  評価・換算差額等合計 216,348  308,126

 少数株主持分 106,987  28,356

 純資産合計 13,121,058  13,228,903

負債純資産合計 26,029,191  25,879,990
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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  10,550,235

売上原価  9,006,258

売上総利益  1,543,976

販売費及び一般管理費  1,426,747

営業利益  117,229

営業外収益  

 受取利息  8,565

 受取配当金  35,859

 受取賃貸料  8,590

 その他  7,592

 営業外収益合計  60,607

営業外費用  

 支払利息  53,250

 支払手数料  46,742

 デリバティブ評価損  6,320

 その他  21,445

 営業外費用合計  127,758

経常利益  50,078

特別損失  

 固定資産除却損  16,032

 投資有価証券評価損  10,795

 たな卸資産評価損  5,758

 特別損失合計  32,585

税金等調整前四半期純利益  17,492

法人税等  15,116

少数株主損失（△）  △3,113

四半期純利益  5,489
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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。 
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【参考】 

 前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） 
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高 9,580,244 100.0 

Ⅱ 売上原価 8,597,790 89.7 

   売上総利益 982,454 10.3 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,279,023 13.3 

   営業損失 △296,569 △3.0 

Ⅳ 営業外収益  

   受取利息 14,043  

   受取配当金 35,849  

   受取賃貸料 8,590  

   その他の営業外収益 3,599  

   営業外収益合計 62,082 0.6 

Ⅴ 営業外費用  

   支払利息 48,390  

   営業外支払手数料 44,568  

   その他の営業外費用 9,505  

   営業外費用合計 102,464 1.1 

   経常損失 △336,951 △3.5 

Ⅵ 特別利益  

   投資有価証券売却益 3,649  

   特別利益合計 3,649 0.0 

Ⅶ 特別損失  

   固定資産除却損 24,538  

   投資有価証券評価損 37,156  

   特別損失合計 61,694 0.6 

   税金等調整前中間純損失 △394,995 △4.1 

   法人税、住民税及び事業税 5,903 0.1 

   法人税等調整額 △100,800 △1.1 

   少数株主損失 △8,353 △0.1 

   中間純損失 △291,745 △3.0 

  

 

 




