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1.  平成21年3月期第3四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 8,385 9.8 113 ― 95 ― △34 ―

20年3月期第3四半期 7,638 △3.3 △107 ― △125 ― △116 ―

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 △2.61 ―

20年3月期第3四半期 △8.87 ―

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 10,335 2,454 23.7 186.71
20年3月期 10,813 2,574 23.8 195.83

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  2,454百万円 20年3月期  2,574百万円

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 ― ― ― 2.00 2.00
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 0.00 0.00

3.  平成21年3月期の業績予想（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）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 10,500 △1.2 △20 ― △50 ― △180 ― △13.69

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期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。］  

(2) 四半期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。］  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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  13,164,800株 20年3月期  13,164,800株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  20,739株 20年3月期  18,464株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第3四半期  13,145,123株 20年3月期第3四半期  13,146,897株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 (1)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」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
  
 (2)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。業績予想の前提等については、２ページ【定性的情報・財務諸表等】 「３．業績予想に関する定性的情報」をご覧
ください。  
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当第３四半期累計期間における経済環境は、米国サブプライムローン問題に端を発した世界的な金融シ

ステムの混乱が一段と強まっており、世界同時不況の様相を呈しております。わが国でもバブル経済崩壊

時以上の景気減速がみられ、当社の売上高の大半を占める自動車業界でも本格的な生産調整にまで発展し

ております。 

このような経済環境の中で当第３四半期累計期間の売上高は8,385百万円(前年同期比9.8%増)となりま

した。 

部門別売上高につきましては次の通りです。 

自動車用部品部門の売上高は、7,803百万円(前年同期比11.2%増)となりました。主要受注先のモデルチ

ェンジによる受注増加が主な要因です。自社製品部門の売上高は505百万円(前年同期比3.1%減)となりま

した。電子機器製品が29百万円減少し、街路灯製品は13百万円増加しました。その他駐輪設備の受注品は

76百万円(前年同期比22.1%減)となりました。 

損益面につきましては、自動車用部品部門において売上高が増加したことに加え、前年同期に発生して

いたモデルチェンジの生産準備費用等が減少し、原価改善効果が寄与したこと等から、利益率が改善し、

営業利益113百万円(前年同期は営業損失107百万円)、経常利益95百万円(前年同期は経常損失125百万円)

となりました。特別利益は4百万円、特別損失は金型等の除却損15百万円と「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）適用により一部棚卸資産の簿価切下げに伴い23百万円

を計上したこと、株式市場の低迷等から保有有価証券の減損処理による投資有価証券評価損55百万円が発

生したことから93百万円となりました。また、今後の業績低迷が予想されるため、繰延税金資産42百万円

を取崩しました。その結果、四半期純損失は34百万円(前年同期は純損失116百万円)となりました。 

なお、前年同期比につきましては、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、前期末比477百万円減少し、10,335百万円となりました。流動資産

は現金及び預金が197百万円、立替金が191百万円増加したこと、受取手形及び売掛金が216百万円減少等

により、179百万円増加し、4,876百万円となりました。固定資産は656百万円減少し、5,459百万円となり

ました。主な要因は建物が25百万円、機械及び装置が157百万円、工具、器具及び備品が394百万円減少し

たこと等により有形固定資産が541百万円減少したこと、株式市場の低迷で投資有価証券が132百万円減少

したことです。 

流動負債は短期借入金が121百万円増加、社債200百万円の償還予定が一年以内となり固定負債から振替

られたこと、未払金101百万円、賞与引当金65百万円の減少等により65百万円増加し、5,211百万円となり

ました。固定負債は長期借入金が206百万円減少、社債200百万円の流動負債への振替、投資有価証券の時

価下落による繰延税金負債23百万円の減少等により、423百万円減少し、2,670百万円となりました。その

結果負債全体では357百万円減少し、7,881百万円となりました。 

純資産は四半期純損失34百万円、配当金の支払26百万円及びその他有価証券差額金59百万円の減少等に

より120百万円減少し、2,454百万円となりました。 

  

今後の経済状況の見通しにつきましては、世界的な金融危機拡大のなか、今後さらなる悪化も懸念さ

れ、下半期に入り一層深刻な影響を及ぼしています。 

当社においても売上高の大半を占める自動車用部品部門では１月～３月に大幅な受注減が見込まれ、ま

た、自社製品部門でも国内企業の設備投資抑制等から販売減が予想されております。人件費、諸経費の削

減等徹底した原価低減策を実施・予定しておりますが、大幅な売上高の減少による業績悪化要因に加え、

株式市場の低迷などから減損処理による投資有価証券評価損55百万円が特別損失として発生していること

や繰延税金資産の取崩しもあり、通期業績予想につきましては売上高10,500百万円、営業損失20百万円、

経常損失50百万円、当期純損失180百万円を見込んでおります。 

なお、平成21年１月13日公表の予想を変更いたしておりません。 

  

定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報

3. 業績予想に関する定性的情報
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①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第３四半期会計期間末の貸倒実績率等が当第２四半期会計期間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、当第２四半期会計期間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棚卸資産の評価方法 

当第３四半期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定する方法によっております。 

③法人税等の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する

方法によっております。 

  

①四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企

業会計基準適用指針第14号)を第１四半期から適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に

従い四半期財務諸表を作成しております。 

②棚卸資産の評価基準の変更 

たな卸資産については、従来、主として売価還元法による原価法によっておりましたが、第１四半期

会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会

計基準第９号）が適用されたことに伴い、主として売価還元法による原価法（収益性の低下による簿価

切下げの方法）により算定しております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益、営業利益、経常利益が、それぞれ2,729

千円及び税引前四半期純利益が25,856千円減少しております。 

  

当社の機械装置について「減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(平成20年

４月30日財務省令第32号)」が公布されたことにより見直しを行ないました。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益、営業利益、経常利益及び税引前四半期純

利益がそれぞれ53,810千円減少しております。 

  

4. その他

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(2) 四半期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

【追加情報】

(有形固定資産の耐用年数の変更)
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5.【四半期財務諸表】 
(1)【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   

現金及び預金 1,946,253 1,749,089

受取手形及び売掛金 2,025,921 2,242,192

製品 226,902 242,041

原材料 300,754 284,514

仕掛品 69,194 78,929

その他 313,495 107,521

貸倒引当金 △6,160 △7,120

流動資産合計 4,876,361 4,697,169

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 921,300 946,754

構築物（純額） 63,493 70,110

機械及び装置（純額） 1,173,702 1,331,671

車両運搬具（純額） 10,378 13,767

工具、器具及び備品（純額） 1,048,648 1,443,112

土地 1,726,144 1,725,262

建設仮勘定 90,990 45,454

有形固定資産合計 5,034,657 5,576,133

無形固定資産 32,633 33,080

投資その他の資産   

その他 448,063 560,138

貸倒引当金 △55,950 △53,240

投資その他の資産合計 392,113 506,898

固定資産合計 5,459,404 6,116,111

資産合計 10,335,766 10,813,281
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（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 668,869 773,645

短期借入金 2,130,608 2,009,347

1年内償還予定の社債 200,000 －

未払金 2,011,619 2,113,355

未払法人税等 337 21,516

賞与引当金 10,000 75,000

その他 189,915 152,576

流動負債合計 5,211,350 5,145,440

固定負債   

社債 － 200,000

長期借入金 1,869,736 2,076,504

退職給付引当金 100,262 100,832

役員退職慰労引当金 63,300 56,500

その他 637,041 659,610

固定負債合計 2,670,340 3,093,446

負債合計 7,881,690 8,238,887

純資産の部   

株主資本   

資本金 658,240 658,240

資本剰余金 211,245 211,245

利益剰余金 743,355 803,952

自己株式 △4,843 △4,624

株主資本合計 1,607,997 1,668,812

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △23,902 35,601

土地再評価差額金 869,979 869,979

評価・換算差額等合計 846,077 905,581

純資産合計 2,454,075 2,574,394

負債純資産合計 10,335,766 10,813,281
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(2)【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 8,385,822

売上原価 7,826,516

売上総利益合計 559,306

販売費及び一般管理費 445,772

営業利益 113,533

営業外収益  

受取利息 1,705

受取配当金 7,255

受取賃貸料 35,277

その他 9,211

営業外収益合計 53,449

営業外費用  

支払利息 59,227

その他 12,027

営業外費用合計 71,254

経常利益 95,728

特別利益  

有形固定資産売却益 2,428

受取補償金 1,466

貸倒引当金戻入額 960

その他 20

特別利益合計 4,875

特別損失  

有形固定資産除却損 15,000

投資有価証券評価損 55,565

たな卸資産評価損 23,126

特別損失合計 93,691

税引前四半期純利益 6,911

法人税、住民税及び事業税 615

法人税等還付税額 △1,399

法人税等調整額 42,000

法人税等合計 41,215

四半期純損失（△） △34,303
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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」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

  該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前年同四半期に係る財務諸表等 

(1)（要約）四半期損益計算書 

前第３四半期累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

 
  

  

「参考資料」

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 7,638,840

Ⅱ 売上原価 7,318,383

   売上総利益 320,457

Ⅲ 販売費及び一般管理費 428,079

   営業損失(△) △107,621

Ⅳ 営業外収益 49,153

Ⅴ 営業外費用 66,572

   経常損失(△) △125,040

Ⅵ 特別利益 134,890

Ⅶ 特別損失 78,027

   税引前四半期純損失(△) △68,178

   税金費用 48,512

   四半期純損失(△) △116,690
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