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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 74,838 ― 1,009 ― 756 ― △1,446 ―

20年3月期第3四半期 77,168 7.4 2,387 22.8 2,217 8.3 1,555 7.5

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 △82.13 ―

20年3月期第3四半期 90.36 ―

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 55,397 21,220 37.0 1,127.11
20年3月期 62,027 23,490 36.8 1,327.07

（参考） 自己資本  21年3月期第3四半期  20,519百万円 20年3月期  22,836百万円

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 ― 3.75 ― 5.75 9.50
21年3月期 ― 3.75 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 3.75 7.50

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 90,500 △14.3 △950 ― △1,600 ― △3,800 ― △208.72

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、２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、２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） 

※ 業績予想の適正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予想につきましては、現時点において入手された情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因により上記の業
績予想値と異なる結果となる可能性があります。なお、上記業績予想に関する事項は、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。 
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。  

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 19,410,000株 20年3月期 19,410,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期 1,204,499株 20年3月期 2,201,626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 17,607,203株 20年3月期第3四半期 17,209,929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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国金融危機に端を発した世界経済の悪化や円高・株安等を

背景に、企業収益の大幅な減少、設備投資の減少、雇用情勢の急速な悪化及び個人消費の弱まりなど景気の減速傾

向は一層強まり、また、先行きについても当面の深刻化が懸念される状況となりました。このような状況の中で、

当第３四半期連結累計期間における売上高は円高に伴う北米子会社の為替換算レート差影響や得意先生産台数減等

影響により、前年同期比3.0％減の74,838百万円となりました。損益面では減収影響や新車立上げロス等による原

価負担増、国内における新たな会計基準（棚卸資産の評価に関する会計基準）の適用や減価償却費増等加わり、営

業利益は前年同期比57.7％減の1,009百万円となり、経常利益は前年同期比65.9％減の756百万円となりました。 

 また、当社は税効果会計に係わる会計基準に従って繰延税金資産を計上しておりますが、当期の業績推移に鑑

み、繰延税金資産の回収可能性を慎重に検討いたしました結果、当期末において、十分な課税所得が見込めない予

想となるため、繰延税金資産を取崩し、法人税等調整額に1,852百万円を計上いたしました。この結果、四半期純損

失は1,446百万円（前年同期は1,555百万円の四半期純利益）となりました。   

２．連結財政状態に関する定性的情報 

(資産） 

当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、55,397百万円となり、前連結会計年度末に比べ6,630百万円減

少しました。これは有形固定資産の減少2,203百万円、受取手形及び売掛金の減少1,203百万円が主な要因でありま

す。 

（負債）  

当第３四半期連結会計期間末における負債合計は、34,176百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,360百万円減

少しました。これは支払手形及び買掛金の減少3,014百万円及び長期借入金の減少1,109百万円が主な要因でありま

す。  

（純資産）  

当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は、21,220百万円となり前連結会計年度末に比べ2,270百万円減

少しました。これは利益剰余金の減少1,960百万円が主な要因であります。   

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 通期の業績見通しにつきましては、自動車メーカーの世界的な減産拡大に伴う受注の大幅な減少や急激な為替変

動の影響等を勘案し、平成20年10月30日に公表いたしました平成21年３月期の通期の業績予想を変更し、売上高

90,500百万円（前回予想比11.7％減）、営業損失950百万円（前回予想は2,300百万円の営業利益）、経常損失1,600

百万円（前回予想は2,100百万円の経常利益）、当期純損失3,800百万円（前回予想は1,500百万円の当期純利益）と

なる見込みであります。 

 なお、為替レートにつきましては、通期平均で1ドル102円を前提としております。 

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 

 （簡便な会計処理）  

固定資産の減価償却費の算定方法は、年度予算に基づく年間償却予定額を期間按分する方法としておりま

す。 

 （四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計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。  

（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 

会計処理基準に関する事項の変更 

① 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 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、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、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ

82百万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。 

③ 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理によ

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）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）を第１四半期連結会計期間から早期適用し、通常の売買取

引に係る会計処理によっております。これにより損益に与える影響はございません。 

④ 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）を適用しております。 

 これにより、損益に与える影響は軽微であります。 

（追加情報） 

 当社及び国内連結子会社は、従来、機械装置の耐用年数を２年～12年としておりましたが、法人税法の改正に伴

い、第１四半期連結会計期間より２～９年に変更しております。 

  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に与える影響は軽微であります。 



 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。 

（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）セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

当第３四半期連結累計期間は、全セグメントの売上高の合計、営業利益又は営業損失（△）の合計額に占

める「自動車部品事業」の割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省

略しております。   

ｂ．所在地別セグメント情報 

 （注) １ 国又は地域の区分は地理的な近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米………………米国・メキシコ 

(2) その他の地域……中国・タイ・インドネシア 

３ 会計処理方法の変更 

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

「四半期連結財務諸表作成にかかる会計処理の原則・手続、表示方法等の変更」に記載のとおり、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に比べて、当第３四半期連結累計期

間の営業損失が日本で82,215千円増加しております。 

  
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) 

  
日本 
(千円) 

北米 
(千円) 

その他の 
地域 
(千円) 

計 
(千円) 

消去 
又は全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益             

売上高             

(1) 外部顧客に 

対する売上高 
39,529,962 28,215,195 7,093,578 74,838,735 － 74,838,735 

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
4,093,678 － 4,467,929 8,561,607 (8,561,607) － 

計 43,623,640 28,215,195 11,561,507 83,400,343 (8,561,607) 74,838,735 

営業費用 44,161,278 28,135,347 10,091,695 82,388,321 (8,558,987) 73,829,333 

営業利益又は 

営業損失(△) 
△537,638 79,847 1,469,812 1,012,022 (2,620) 1,009,401 



ｃ．海外売上高 

 （注) １ 海外売上高は、当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。 

２ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

３ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米………………米国・メキシコ 

(2) その他の地域……中国・イギリス・タイ・インドネシア他 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 当社は第３四半期連結会計期間末において、繰延税金資産を取崩し、法人税等調整額に1,852,189千円計上し

ました。この処理に伴い前連結会計年度末に比べ、利益剰余金が1,960,662千円減少しました。また、一方、平

成20年9月10日付の自己株式処分（1,000千株）により前連結会計年度末に比べ、自己株式が926,570千円減少し

ました。 

  
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) 

  北米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(千円) 28,215,195 8,766,484 36,981,679 

Ⅱ 連結売上高(千円)     74,838,735 

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合(％) 
37.7 11.7 49.4 



「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３四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高 77,168,082 

Ⅱ 売上原価 70,210,076 

売上総利益 6,958,006 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 4,570,703 

営業利益 2,387,302 

Ⅳ 営業外収益 348,812 

受取利息  81,283 

受取配当金  27,818 

投資不動産賃貸料  46,647 

その他営業外収益  193,064 

Ⅴ 営業外費用 518,666 

支払利息  280,075 

機械・工具等処分損  91,343 

為替差損  27,770 

持分法による投資損失  13,361 

その他営業外費用 106,116 

経常利益 2,217,448 

Ⅵ 特別利益 295,886 

関係会社整理損失引当金戻入益 295,529 

貸倒引当金戻入益 357 

Ⅶ 特別損失 6,975 

 固定資産処分損  6,975 

税金等調整前四半期純利益 2,506,359 

税金費用 882,315 

少数株主利益 68,796 

四半期純利益 1,555,247 



（２） セグメント情報 

ａ．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は、全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める「自動車部品事

業」の割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。  

ｂ．所在地別セグメント情報 

 （注) １ 国又は地域の区分は地理的な近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米………………米国・メキシコ 

(2) その他の地域……インドネシア・中国・タイ 

ｃ．海外売上高 

 （注) １ 海外売上高は、当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。 

２ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

３ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米………………米国・メキシコ 

(2) その他の地域……中国・イギリス・タイ・ドイツ他 

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

  
日本 
(千円) 

北米 
(千円) 

その他の 
地域 
(千円) 

計 
(千円) 

消去 
又は全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益             

売上高             

(1) 外部顧客に 

対する売上高 
41,980,821 30,872,797 4,314,463 77,168,082 － 77,168,082 

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
4,464,742 4,451 3,788,336 8,257,530 (8,257,530) － 

計 46,445,563 30,877,249 8,102,800 85,425,613 (8,257,530) 77,168,082 

営業費用 45,861,251 30,078,596 7,065,512 83,005,360 (8,224,580) 74,780,779 

営業利益 584,312 798,652 1,037,287 2,420,252 (32,949) 2,387,302 

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

  北米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(千円) 30,872,797 6,061,951 36,934,748 

Ⅱ 連結売上高(千円)     77,168,082 

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合(％) 
40.0 7.8 47.8 



６．その他の情報 

   部門別売上高状況 

（単位：千円未満切捨）

  

    
前第３四半期 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日）

当第３四半期 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日） 

増減金額 

    金額 
構成比 
（％） 

金額 
構成比 
（％） 

金額 
増減率 
（％） 

 自動車部品

事業 

 安全部品 
 ハンドル 12,491,900 16.1 13,375,653 17.8 883,752 7.0 

エアバッグ 32,328,104 41.8 30,647,500 40.9 △1,680,603 △5.1 

小計  44,820,004 58.0 44,023,154 58.8 △796,850 △1.7 

 樹脂部品   32,286,798 41.8 30,729,950 41.0 △1,556,848 △4.8 

  計  77,106,803 99.9 74,753,104 99.8 △2,353,698 △3.0 

その他事業 61,278 0.0 85,630 0.1 24,351 39.7 

合計 77,168,082 100.0 74,838,735 100.0 △2,329,347 △3.0 



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 3,193,794 3,739,591

受取手形及び売掛金 12,834,478 14,038,224

製品 1,495,887 1,570,103

原材料 4,771,557 4,560,261

仕掛品 1,327,157 1,140,076

貯蔵品 1,275,274 1,875,170

繰延税金資産 121,244 727,594

その他 1,607,346 1,918,517

貸倒引当金 △20,129 △25,496

流動資産合計 26,606,611 29,544,044

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,956,183 8,286,184

機械装置及び運搬具（純額） 9,450,822 9,649,570

工具、器具及び備品（純額） 2,988,168 4,941,146

土地 4,463,635 4,472,027

その他（純額） 832,804 546,621

有形固定資産合計 25,691,615 27,895,550

無形固定資産   

その他 167,887 135,598

無形固定資産合計 167,887 135,598

投資その他の資産   

投資有価証券 1,414,215 1,825,663

繰延税金資産 16,186 887,960

その他 1,507,446 1,745,483

貸倒引当金 △6,890 △6,890

投資その他の資産合計 2,930,958 4,452,217

固定資産合計 28,790,461 32,483,366

資産合計 55,397,072 62,027,411



（単位：千円）

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 14,381,494 17,395,701

短期借入金 5,875,434 5,039,259

未払法人税等 111,462 43,409

賞与引当金 371,638 1,046,998

役員賞与引当金 － 50,000

その他 4,535,672 5,590,637

流動負債合計 25,275,703 29,166,005

固定負債   

長期借入金 4,829,166 5,938,485

退職給付引当金 2,973,655 2,980,259

役員退職慰労引当金 400,919 395,226

繰延税金負債 291,932 24,390

その他 405,056 32,286

固定負債合計 8,900,730 9,370,648

負債合計 34,176,433 38,536,654

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,206,062 3,206,062

資本剰余金 3,184,500 3,184,500

利益剰余金 16,642,411 18,603,073

自己株式 △1,099,342 △2,025,912

株主資本合計 21,933,633 22,967,724

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 205,095 558,410

為替換算調整勘定 △1,619,093 △689,400

評価・換算差額等合計 △1,413,997 △130,990

少数株主持分 701,003 654,023

純資産合計 21,220,639 23,490,757

負債純資産合計 55,397,072 62,027,411



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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 74,838,735

売上原価 69,243,008

売上総利益 5,595,727

販売費及び一般管理費 4,586,325

営業利益 1,009,401

営業外収益  

受取利息 29,596

受取配当金 29,048

投資不動産賃貸料 46,647

雑収入 180,328

営業外収益合計 285,620

営業外費用  

支払利息 226,754

持分法による投資損失 25,600

為替差損 161,652

雑損失 124,950

営業外費用合計 538,958

経常利益 756,063

特別利益  

投資有価証券売却益 8,228

特別利益合計 8,228

特別損失  

投資有価証券評価損 35,572

特別損失合計 35,572

税金等調整前四半期純利益 728,719

法人税等 2,113,966

少数株主利益 60,933

四半期純損失（△） △1,446,180



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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 728,719

減価償却費 4,239,144

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,888

賞与引当金の増減額（△は減少） △725,360

退職給付引当金の増減額（△は減少） △6,604

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,693

受取利息及び受取配当金 △58,644

支払利息 226,754

為替差損益（△は益） △172

持分法による投資損益（△は益） 25,600

有形固定資産処分損益（△は益） 24,479

投資有価証券売却損益（△は益） △8,228

売上債権の増減額（△は増加） 2,699,848

たな卸資産の増減額（△は増加） 269,735

仕入債務の増減額（△は減少） △2,460,777

未払消費税等の増減額（△は減少） △115,617

その他 △545,242

小計 4,295,440

利息及び配当金の受取額 58,644

利息の支払額 △220,275

法人税等の支払額 △386,686

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,747,123

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 △4,213,576

有形固定資産の売却による収入 26,464

投資有価証券の取得による支出 △17,015

投資有価証券の売却による収入 10,790

貸付けによる支出 △42,136

貸付金の回収による収入 40,371

その他 △45,023

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,240,126



（単位：千円）

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  

短期借入れによる収入 6,127,767

短期借入金の返済による支出 △4,671,489

長期借入れによる収入 1,230,000

長期借入金の返済による支出 △2,801,256

自己株式の取得による支出 △1,389

自己株式の売却による収入 580,990

配当金の支払額 △167,511

リース債務の返済による支出 △191,682

財務活動によるキャッシュ・フロー 105,427

現金及び現金同等物に係る換算差額 △158,222

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △545,797

現金及び現金同等物の期首残高 3,734,591

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,188,794
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