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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 67,049 ― △1,182 ― △1,020 ― △1,885 ―
20年3月期第3四半期 72,125 1.8 1,538 18.1 1,945 14.1 1,013 △14.0

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 △30.02 ―
20年3月期第3四半期 16.12 ―

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 72,672 43,116 55.7 644.66
20年3月期 82,283 49,732 57.2 749.06

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  40,477百万円 20年3月期  47,065百万円

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 ― 4.00 ― 4.00 8.00
21年3月期 ― 4.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ―――　　　　　　　　　　　　　　未定　　　　　　　　　　　　　　　未定

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 83,200 △13.3 △2,400 ― △2,400 ― △2,900 ― △46.17

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 
１．平成21年1月16日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 
２．平成21年3月期の配当予想につきましては、通期の実績を踏まえて開示いたします。 
３．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している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。 
４．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 有

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  63,855,994株 20年3月期  63,855,994株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  1,067,183株 20年3月期  1,022,578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  62,810,312株 20年3月期第3四半期  62,854,727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 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 
３．連結業績予想に関する定性的情報 

 

当第３四半期（９ヶ月）におけるわが国経済は、年度前半までの原油及び原材料価格の高騰、９

月の米国に端を発した世界的な金融危機の影響やそれに伴う急激な円高進行等を背景にして企業

収益が大幅に悪化するなど、景気後退が深刻化する状況となりました。また、金融市場の混乱が各

国の実体経済に深刻な影響を与え、世界経済も年度後半に入り急激に悪化する状況となりました。

当社の関係する自動車業界におきましても、世界同時不況を背景にして年度後半以降過去に例を

見ないほどの大幅かつ急激な販売台数の減少となりました。 

このような企業環境のもと当社グループにおきましても、得意先である自動車会社各社の大幅な

生産台数の減少、急激な円高の影響や合弁解消による連結子会社の減少があり、売上高につきまし

ては、６７０億４千９百万円となり前年同期比５０億７千６百万円の減収となりました。損益の状

況につきましては、売上高の減少、円高、減価償却費の増加などの影響で、１１億８千２百万円の

営業損失となりました。また経常損失は、円高による為替差損が連結で３億３百万円（個別で２億

８千２百万円）発生したことにより１０億２千万円となり、四半期純損失は１８億８千５百万円と

なりました。 

なお、前年同期比は参考として記載しております。 

当第３四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べ９６億１千１百万円減少し、７２６

億７千２百万円となりました。これは主に、時価評価等による投資有価証券の減少（５９億２千３

百万円）によるものです。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ６６億１千５百万円減少の４３１億１千６百万円となりまし

た。これは主に、その他有価証券評価差額金の減少（３４億８千６百万円）によるものです。 

 平成 21 年 1 月 16 日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 
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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 

  

   該当事項はありません。 

（簡便な会計処理） 
 １．棚卸資産の評価方法 
   当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半

期連結会計期間末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出しております。 
２．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 

当第３四半期連結累計期間に係る法人税等の算定については、加減算項目や税額控除項
目を重要なものに限定する等の簡便的な方法によっております。 

また、繰延税金資産の回収可能性については、前連結会計年度末において使用した将来
の業績予測やタックス･プランニングに、前連結会計年度末からの一時差異等の重要な変
動を加味したものを使用する方法によっております。 

（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．重要な資産の評価基準の変更 
     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損失及び経常損失はそれぞれ 46 百万円
増加、税金等調整前四半期純損失は 153 百万円増加しております。 

     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．「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 
     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、連結決算上
必要な修正を行っております。 

     なお、従来の方法によった場合と比べて、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期
純損失に与える影響は軽微であります。 

   ４．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。 
なお、従来の方法によった場合と比べて、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期

純損失に与える影響はありません。 
（追加情報） 

   １．有形固定資産の耐用年数の変更 
当社及び国内子会社は、法人税法の改正に伴い、機械装置については、従来耐用年数を

７～12 年としておりましたが、第１四半期連結会計期間より７～10 年に変更しました。
この変更は、法人税法の改正を機に機械装置の使用状況を調査し、より実態に合わせた償
却年数へ見直したものであります。 
これにより、当第３四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期

純損失はそれぞれ 195 百万円増加しております。 
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。 

   ２．返品調整引当金の計上 
一部の国内子会社において、季節商品であるタイヤチェーンの返品に備えるため、第３

四半期連結会計期間の売上高に対して過去の返品実績率に基づく将来の返品見込額を返
品調整引当金として計上しております。 
当第３四半期連結会計期間末における計上額は 260 百万円であります。 
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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 5,342,193 5,243,112

受取手形及び売掛金 17,689,917 18,640,202

製品 2,184,594 3,059,564

原材料 2,539,543 2,553,312

仕掛品 1,611,326 1,751,119

貯蔵品 839,044 683,942

繰延税金資産 802,022 1,006,865

未収入金 305,304 550,615

その他 732,437 753,158

貸倒引当金 △74,513 △65,680

流動資産合計 31,971,870 34,176,213

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 25,201,047 25,153,933

減価償却累計額 △16,376,151 △15,833,832

建物及び構築物（純額） 8,824,895 9,320,101

機械装置及び運搬具 50,782,065 49,826,962

減価償却累計額 △39,124,388 △38,461,635

機械装置及び運搬具（純額） 11,657,677 11,365,327

土地 8,524,927 8,730,002

建設仮勘定 620,273 1,771,535

その他 8,889,233 9,020,996

減価償却累計額 △7,821,522 △8,111,967

その他（純額） 1,067,711 909,029

有形固定資産合計 30,695,484 32,095,995

無形固定資産   

のれん 58,821 83,047

その他 138,873 221,557

無形固定資産合計 197,695 304,605

投資その他の資産   

投資有価証券 7,637,344 13,561,228

関係会社出資金 360,891 395,463

長期前払費用 197,393 56,947

繰延税金資産 148,040 140,749

前払年金費用 1,138,356 1,202,946

その他 397,856 417,732

関係会社投資評価引当金 △1,777 △1,777

貸倒引当金 △70,544 △66,439

投資その他の資産合計 9,807,561 15,706,851

固定資産合計 40,700,741 48,107,451

資産合計 72,672,611 82,283,665
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（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 15,680,812 15,741,675

短期借入金 1,307,829 1,307,111

未払金 581,576 1,067,767

未払費用 1,651,317 1,846,261

未払法人税等 202,152 464,229

繰延税金負債 718 479

賞与引当金 825,254 1,567,504

役員賞与引当金 77,225 109,521

製品保証引当金 66,552 95,350

返品調整引当金 260,157 －

その他 1,126,156 711,343

流動負債合計 21,779,752 22,911,244

固定負債   

長期借入金 1,432,933 1,575,262

繰延税金負債 2,806,084 5,099,424

退職給付引当金 2,662,530 2,478,406

役員退職慰労引当金 353,904 309,788

負ののれん 103 42,277

その他 520,604 135,155

固定負債合計 7,776,161 9,640,315

負債合計 29,555,914 32,551,559

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,837,208 10,837,208

資本剰余金 11,128,923 11,128,923

利益剰余金 16,399,082 18,823,464

自己株式 △525,680 △510,142

株主資本合計 37,839,534 40,279,453

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,396,750 6,882,942

繰延ヘッジ損益 △3,590 △4,447

海外子会社の土地再評価差額金 242,073 242,073

為替換算調整勘定 △997,200 △334,047

評価・換算差額等合計 2,638,032 6,786,521

新株予約権 28,013 19,265

少数株主持分 2,611,117 2,646,865

純資産合計 43,116,697 49,732,106

負債純資産合計 72,672,611 82,283,665
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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：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 67,049,145

売上原価 60,575,132

売上総利益 6,474,012

返品調整引当金繰入額 260,157

差引売上総利益 6,213,855

販売費及び一般管理費 7,396,504

営業損失（△） △1,182,649

営業外収益  

受取利息 23,462

受取配当金 348,694

負ののれん償却額 42,173

持分法による投資利益 47,345

その他 131,709

営業外収益合計 593,385

営業外費用  

支払利息 63,769

為替差損 303,708

固定資産除売却損 43,685

その他 20,553

営業外費用合計 431,715

経常損失（△） △1,020,980

特別利益  

過年度製品保証費用戻入額 138,776

その他 6,204

特別利益合計 144,981

特別損失  

前期損益修正損 153,854

投資有価証券評価損 110,687

たな卸資産評価損 107,037

その他 622

特別損失合計 372,201

税金等調整前四半期純損失（△） △1,248,200

法人税、住民税及び事業税 341,277

法人税等調整額 226,411

法人税等合計 567,688

少数株主利益 69,372

四半期純損失（△） △1,885,261
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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）セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

当社グループは、製品の種類、性質、製造方法等の類似性から判断して、同種・同系列の自動車

部品等を専ら製造販売しておりますので、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。 

 

ｂ．所在地別セグメント情報 

  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）
アジア 
（千円）

計 
（千円） 

消去又は全社 

（千円） 

連結 
（千円） 

売上高   
(1) 外部顧客に対する 

売上高 
52,745,886 7,914,283 6,388,975 67,049,145 － 67,049,145

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

3,685,704 68,900 2,054,839 5,809,445 (5,809,445) －

計 56,431,590 7,983,184 8,443,814 72,858,590 (5,809,445) 67,049,145

営業利益又は営業損失
（△） 

△102,559 △211,551 557,386 243,275 (1,425,924) △1,182,649

(注)１．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係る会計処理の原則・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と比べて、営業損失が日本で 46,361 千円増加し

ております。 

２．追加情報 

「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」に記載のと

おり、当社及び国内連結子会社は、第１四半期連結会計期間より、機械装置の耐用年数を変

更しております。 

     この変更に伴い、従来の方法によった場合と比べて、営業損失が日本で 195,104 千円増加

しております。 

 

ｃ．海外売上高 

  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 アジア その他 計 

Ⅰ海外売上高（千円） 7,922,635 6,979,663 206,310 15,108,609

Ⅱ連結売上高（千円） － － － 67,049,145

Ⅲ連結売上高に占める海
外売上高の割合（％） 

11.8 10.4 0.3 22.5

 

（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。 
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「参考資料」 

 前第３四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

 

 

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）

区分 金額（千円） 

Ⅰ 売上高 72,125,617

Ⅱ 売上原価 62,614,035

売上総利益 9,511,581

Ⅲ 販売費及び一般管理費 7,972,749

営業利益 1,538,831

Ⅳ 営業外収益 623,645

1.受取利息 80,264

2.受取配当金 330,868

3.負ののれん償却額 63,104

4.持分法による投資利益 55,619

5.その他 93,788

Ⅴ 営業外費用 216,785

1.支払利息 99,814

2.その他 116,970

経常利益 1,945,692

Ⅵ 特別利益 41,694

Ⅶ 特別損失 82,407

税金等調整前四半期純利益 1,904,979

法人税、住民税及び事業税 716,666

法人税等調整額 116,761

少数株主利益 58,383

四半期純利益 1,013,168
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「参考」四半期個別財務諸表 

（１）（要約）四半期貸借対照表                  （単位：千円） 

 
当第３四半期会計期間末

(平成 20 年 12 月 31 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 21,808,142 23,082,951 

固定資産 38,158,606 44,781,104 

資産合計 59,966,749 67,864,056 

負債の部   

流動負債 16,376,536 17,036,863 

固定負債 4,507,119 6,372,101 

負債合計 20,883,655 23,408,964 

純資産の部  

株主資本 35,648,916 37,553,012 

評価・換算差額等 3,406,163 6,882,813 

新株予約権 28,013 19,265 

純資産合計 39,083,093 44,455,091 

負債純資産合計 59,966,749 67,864,056 

 

（２）（要約）四半期損益計算書 

（第３四半期累計期間）             （単位：千円） 

 

当第３四半期累計期間 

（自 平成 20 年４月１日 

  至 平成 20 年 12 月 31 日）

売上高 45,664,795

売上原価 43,176,583

売上総利益 2,488,212

販売費及び一般管理費 4,087,252

営業損失（△） △1,599,039

営業外収益 836,619

営業外費用 393,162

経常損失（△） △1,155,583

特別利益 323,739

特別損失 206,676

税引前四半期純損失（△） △1,038,520

法人税等 347,485

四半期純損失（△） △1,386,006

 

※１．記載の個別業績は法定開示におけるレビュー対象ではありません。 
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」に基づいて作成した四半期財務諸表の一部科目を集約して表
示しております。 
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