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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 315,434 ― 9,045 ― 8,338 ― 3,315 ―

20年3月期第3四半期 338,039 5.4 17,516 38.5 18,422 23.2 9,769 22.5

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3四半期 20.63 ―

20年3月期第3四半期 60.79 ―

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3四半期 354,592 171,086 39.6 874.85
20年3月期 388,585 184,348 39.0 944.01

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  140,595百万円 20年3月期  151,713百万円

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 ― 11.00 ― 12.00 23.00
21年3月期 ― 12.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 12.00 24.00

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  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

通期 414,200 △12.0 9,500 △67.2 9,200 △69.7 3,400 △78.2 21.16

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  無  

(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、「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．業績予想については、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した見通しであり、実際の業績は、今後さまざま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3四半期  160,789,436株 20年3月期  160,789,436株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  81,648株 20年3月期  77,449株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  160,710,377株 20年3月期第3四半期  160,715,141株
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（参考）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）

（注）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無　：　無

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　　　業績予想については、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した見通しであり、実際の業績は、今後さまざまな

　　要因によって予想数値と異なる場合があります。

　

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 　　　　円　銭

227,100 △ 8.4 6,300 △ 58.1 13,300 △ 37.4 7,800 △ 39.4 48.53

１株当たり
当期純利益

営　業　利　益 経　常　利　益 当　期　純　利　益

通　　　期

売　上　高
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     当第３四半期累計期間における経済情勢は、米国大手証券会社の経営破綻など世界的な金融不安、株価下落、 

    為替の変動、諸物価の高騰などにより、日本や米国・欧州等の先進国では景気後退局面に転じ、中国等の新興国 

    における経済成長も鈍化するなど、世界経済の低迷が色濃くなりました。 

  

    自動車産業も国内外の景気減退の影響を受け、国内生産は内需が減少するなか、牽引役の輸出向けも減少に 

    転じたことから、生産台数は前年同期に対し減少いたしました。 海外におきましても、夏場以降、アジア地域 

    を含め各地域で減産傾向が強まり、特に北米・西欧等で大幅減産となり、総じて世界の自動車生産台数は減少 

    いたしました。 

  

   このような状況のもと、当第３四半期累計期間における売上高は、自動車以外の事業が比較的順調に推移 

  したものの、主力の自動車照明関連事業が自動車減産の影響に伴い大幅減収となり、前年同期比 6.7％減の 

  3,154億円となりました。 

  

      事業の種類別セグメントの状況は、以下のとおりです。 

   〔自動車照明関連事業〕 

      第２四半期以降、日本・北米・欧州を中心に世界各地域で、急激、且つ大幅な自動車減産となり、 

    当社グループの受注量も激減し、売上高は前年同期比 11.6％減の 2,564億円となりました。 

   〔自動車照明以外・電気機器関連事業〕 

     情報システム機器、照明機器等の売上が低調となるなか、新幹線向けをはじめとする鉄道車両用機器の売上が 

    順調に推移したことから、売上高は前年同期比 10.6％増の 254億円となりました。 

   〔その他事業〕 

      新型新幹線用シート、及び航空機用シートの受注増のほか、自動車用ヘッドランプクリーナ等が増加し、 

    売上高は前年同期比 34.9％増の 335億円となりました。 

  

      利益につきましては、グループ各社とともに品質改善活動、設備投資抑制、原価低減諸施策を強力に推進する 

    など合理化に努めましたものの、国内外における自動車減産、製品価格の競争激化など厳しい事業環境により、 

    営業利益は前年同期比 48.4％減の 90億円となりました。 

    経常利益は前年同期比 54.7％減の 83億円、当期純利益は前年同期比 66.1％減の 33億円となりました。 

  

      なお、前年同期増減率につきましては、参考として記載しております。 

  

  

－１．資産、負債、純資産に関する分析 

   当第３四半期末の資産につきましては、自動車減産に伴う大幅減収により受取手形及び売掛金などの流動資産 

    が減少するなか、設備投資抑制による有形固定資産の減、及び評価減による投資有価証券の減等により固定資産 

    が減少したことから、資産の残高は前期末に比べ 339億円減少し 3,545億円となりました。 

   負債の残高は、支払手形及び買掛金の減少により、前期末に比べ 207億円減少し 1,835億円となりました。 

      純資産の残高は、当期純利益 33億円のなか配当金支払いにより利益剰余金が減少、評価・換算差額金等も 

    減少した結果、前期末に比べ 132億円減少の1,710億円となりました。 

  

－２．キャッシュ・フローに関する分析 

   営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益 70億円と減価償却費 196億円を主体に 

    376億円となり、法人税等を支払った結果、282億円の資金を確保いたしました。 

  投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資等で 223億円を実施するほか、有価証券及び投資有価証券の 

  取得 36億円など、255億円を支出いたしました。 

  財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金 53億円を支払った結果、24億円の支出となりました。 

  以上により、現金及び現金同等物の期末残高は、前期末に比べ ほぼ同額の 166億円となりました。 

  

  

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 

２．連結財政状態に関する定性的情報 
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  国内外の経済情勢は、世界的な金融危機、株価の大幅下落、為替変動(米国ドル安)により、世界同時不況の 

  様相を呈しており、当社を取り巻く経営環境は、未曾有の極めて厳しい状況にあります。 

 このような状況のなか、当社グループは、受注活動の強化、生産性向上、相互供給・相互補完に加え、 

生産規模に見合った事業規模へのダウンサイジング、及び原価低減諸施策の更なる展開を図り、今後とも 

業績改善に取り組んで参る所存であります。 

  

 平成21年3月期通期の業績予想につきましては、売上高が、新規車種の受注拡大、新製品拡販などを展開する 

ものの、国内外における自動車減産により、前期比大幅減収の予想であります。 

 利益につきましても、自動車減産に伴う大幅減収により収益が悪化することに加え、小糸九州の第２工場稼動 

による固定費負担増等もあり、営業利益・経常利益・当期純利益ともに減益の見通しであります。 

  

 当第２四半期末における１株当たり株主配当金につきましては、前年同期比１円増の１２円といたしました。 

当期末の配当金につきましては、厳しい業績見通しではあるものの、当期につきましては安定配当などの配当政 

策を考慮し、前年同期と同額の１２円にて、ご提案させて頂く予定であります。  

これにより、中間配当金を含めました当期の年間配当金は、前期比１円増の２４円と、７期連続の増配を予定 

しております。 今後とも株主皆様のご期待にお応えすべく、更なる収益向上に努めて参りたく存じます。 

  

  該当事項はありません。 

  

   

 該当事項はありません。 

  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

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） 

（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 

（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。 
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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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 15,023 11,609

受取手形及び売掛金 67,348 95,951

有価証券 8,269 13,107

製品 13,806 15,385

半製品 2,953 2,094

仕掛品 9,291 10,593

原材料 9,753 7,205

貯蔵品 4,831 4,532

繰延税金資産 6,691 6,365

その他 13,542 12,587

貸倒引当金 △1,404 △936

流動資産合計 150,107 178,494

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 34,939 34,096

機械装置及び運搬具（純額） 35,532 36,598

工具、器具及び備品（純額） 11,917 13,180

土地 12,857 12,591

建設仮勘定 2,575 5,211

有形固定資産合計 97,822 101,677

無形固定資産 954 972

投資その他の資産   

投資有価証券 91,729 98,921

長期貸付金 679 598

繰延税金資産 10,883 3,502

その他 2,645 4,644

貸倒引当金 △230 △227

投資その他の資産合計 105,707 107,440

固定資産合計 204,484 210,090

資産合計 354,592 388,585
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 62,227 78,378

短期借入金 35,560 33,846

未払費用 17,738 17,948

未払法人税等 464 5,101

賞与引当金 4,922 4,865

役員賞与引当金 292 397

製品保証引当金 1,400 1,400

その他 10,738 9,745

流動負債合計 133,342 151,681

固定負債   

長期借入金 20,767 23,513

退職給付引当金 26,789 26,549

役員退職慰労引当金 1,697 1,543

その他 909 948

固定負債合計 50,163 52,554

負債合計 183,505 204,236

純資産の部   

株主資本   

資本金 14,270 14,270

資本剰余金 17,107 17,107

利益剰余金 108,525 110,980

自己株式 △65 △61

株主資本合計 139,838 142,297

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,459 10,292

為替換算調整勘定 △2,702 △876

評価・換算差額等合計 757 9,415

少数株主持分 30,491 32,635

純資産合計 171,086 184,348

負債純資産合計 354,592 388,585
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 315,434

売上原価 278,754

売上総利益 36,679

販売費及び一般管理費 27,634

営業利益 9,045

営業外収益  

受取利息及び配当金 2,000

持分法による投資利益 5

その他 1,822

営業外収益合計 3,829

営業外費用  

支払利息 974

為替差損 3,336

その他 225

営業外費用合計 4,536

経常利益 8,338

特別利益  

投資有価証券売却益 98

その他 31

特別利益合計 129

特別損失  

固定資産除売却損 338

有価証券売却損 457

貸倒引当金繰入額 600

その他 5

特別損失合計 1,401

税金等調整前四半期純利益 7,066

法人税、住民税及び事業税 5,828

法人税等調整額 △3,086

法人税等合計 2,741

少数株主利益 1,009

四半期純利益 3,315
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 7,066

減価償却費 19,674

持分法による投資損益（△は益） △5

貸倒引当金の増減額（△は減少） 540

退職給付引当金の増減額（△は減少） 422

賞与引当金の増減額（△は減少） 351

受取利息及び受取配当金 △2,000

支払利息 974

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） 458

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） △19

有形固定資産売却損益（△は益） 338

売上債権の増減額（△は増加） 26,453

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,230

その他の流動資産の増減額（△は増加） △2,526

仕入債務の増減額（△は減少） △12,780

未払費用の増減額（△は減少） 579

役員賞与の支給額 △397

その他 1,731

小計 37,628

利息及び配当金の受取額 2,000

利息の支払額 △974

法人税等の支払額 △10,408

営業活動によるキャッシュ・フロー 28,246

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △1,021

定期預金の払戻による収入 172

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △16,724

有価証券及び投資有価証券の売却による収入 13,060

有形固定資産の取得による支出 △22,363

有形固定資産の売却による収入 197

貸付けによる支出 △509

貸付金の回収による収入 397

その他 1,275

投資活動によるキャッシュ・フロー △25,516
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（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

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） 4

長期借入れによる収入 6,799

長期借入金の返済による支出 △3,911

自己株式の取得による支出 △4

配当金の支払額 △3,658

少数株主への配当金の支払額 △1,668

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,438

現金及び現金同等物に係る換算差額 △329

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △37

現金及び現金同等物の期首残高 16,709

現金及び現金同等物の四半期末残高 16,671
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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。 

  

 該当事項はありません。 

  

  当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

  

 当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

  

当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日）  

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
自動車照明
関連事業
（百万円） 

自動車照明
以外・電気
機器関連事
業 
（百万円） 

その他事業
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全
社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高                                    

(1)外部顧客に対する売上高  256,465  25,440  33,528  315,434  －  315,434

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 80,239  1,012  12,517  93,769 (93,769)  －

計  336,704  26,453  46,045  409,203 (93,769)  315,434

営業費用  328,323  25,941  43,962  398,228 (91,839)  306,388

営業利益又は営業損失  8,380  511  2,083  10,975 (1,930)  9,045

〔所在地別セグメント情報〕 

  
日本 

（百万円）
北米

（百万円）
アジア

（百万円）
欧州

（百万円）
合計 

（百万円） 

消去又は
全社 
（百万円） 

連結
（百万円）

売上高                                          

(1)外部顧客に対する売上高  204,115  35,439  61,580  14,298  315,434  －  315,434

(2)セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 73,152  55  7,282  13,279  93,769 (93,769)  －

計  277,267  35,495  68,862  27,577  409,203 (93,769)  315,434

営業費用  267,759  36,162  63,866  30,439  398,228 (91,839)  306,388

営業利益又は営業損失  9,508  △667  4,996  △2,861  10,975 (1,930)  9,045

〔海外売上高〕 

  北米 アジア 欧州 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  41,016  60,105  15,094  116,215

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  315,434

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 13.0  19.0  4.8  36.8

（６）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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「参考資料」

  前年同四半期にかかる財務諸表

（１）四半期連結損益計算書

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～平成19年12月31日）

（単位：百万円）

338,039

292,934

45,105

27,589

17,516

3,611

( 1,778 )

( △ 3 )

( 1,836 )

2,704

( 1,035 )

( 1,669 )

18,422

47

217

18,252

6,869

212

7,082

△ 1,400

9,769

前年同四半期

科  目

税金等調整前四半期純利益

5.4

5.4

金額

販売費及び一般管理費

四 半 期 純 利 益

法人税､住民税及び事業税

法 人 税 等 調 整 額

計

少 数 株 主 損 益

2.9

特 別 損 失

8.1

100.0

その他の営業外費用

特 別 利 益

経 常 利 益

営 業 外 収 益

受取利息及び配当金

売 上 総 利 益

86.7

営 業 外 費 用

支払利息及び割引料

営 業 利 益

(百分比)

売 上 原 価

売 上 高

％

13.3

5.2

持分法による投資利益

その他の営業外収益

（平成20年３月期
    第３四半期）
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（２）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

　　　前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～平成19年12月31日）

（単位：百万円）

区分 金額

税金等調整前四半期純利益 18,252

減価償却費 18,299

持分法による投資利益 3

貸倒引当金の増減額 △75

退職給付引当金の増減額 448

賞与引当金の増減額 322

受取利息及び配当金 △1,778

支払利息 1,035

有価証券等売却損益・評価損益 △41

有形固定資産売却損益 179

売上債権の増減額 13,796

たな卸資産の増減額 △5,278

その他流動資産の増減額 △4,997

仕入債務の増減額 △4,648

未払費用他の増減額 1,676

役員賞与の支給額 △280

　　小　　　計 36,913

利息及び配当金の受取額 1,778

利息の支払額 △1,035

法人税等の支払額 △10,235

営業活動によるキャッシュ・フロー 27,421

定期預金他の預入による支出 △290

定期預金他の払戻による収入 462

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △27,385

有価証券及び投資有価証券の売却による収入 21,030

有形固定資産の取得による支出 △20,509

有形固定資産の売却による収入 357

新規貸付による支出 △535

長期貸付金の回収による収入 242

その他の投資他の増減額 △959

投資活動によるキャッシュ・フロー △27,587

短期借入金増減額 △960

長期借入による収入 240

長期借入金の返済による支出 △692

自己株式の取得による支払額 △8

自己株式の売却による収入 1

親会社による配当金の支払額 △3,307

少数株主への配当金の支払額 △834

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,560

118

△5,608

19,996

14,388

前年同四半期

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高

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減額

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

（平成20年３月期
　　第３四半期）
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　　〔事業の種類別セグメント情報〕

　　前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～平成19年12月31日）

   (単位：百万円)

自動車照明 そ の 他

関 連 事 業 事 業

 売　　　　　上　　　　　高

（1）外部顧客に対する売上高 290,185 22,998 24,854 338,039 －     338,039

（2）セグメント間の内部売上高

     又は振替高

   　　　　　　計 383,402 23,426 29,435 436,264 (98,225) 338,039

    営    業    費    用  365,123 22,935 29,613 417,671 (97,148) 320,523

    営業利益 又は 営業損失 18,279 491 △ 178 18,592 (1,076) 17,516

98,225 (98,225) －    93,217 4,580428

（３）セグメント情報

 自動車照明以外
連     結

・電気機器関連事業
計 消去又は全社

   〔所在地別セグメント情報〕

      前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～平成19年12月31日）

   (単位：百万円)

日   本 北   米 ア ジ ア  欧   州   合   計 連   結

　　売　　　　上　　　　高 

（1）外部顧客に対する売上高 209,145 42,742 66,862 19,289 338,039 －     338,039

（2）ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上高

     又は振替高

　　　　　　　計  282,536 42,742 72,805 38,179 436,264 (98,225) 338,039

    営    業    費    用  269,179 40,963 69,309 38,218 417,671 (97,148) 320,523

    営業利益 又は 営業損失 13,357 1,778 3,495 △ 38 18,592 (1,076) 17,516

 消去又は全社 

98,225 (98,225) －     73,391 －    5,942 18,890
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