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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 4,922 ― △13 ― △21 ― △52 ―
20年3月期第3四半期 5,139 10.8 172 34.4 169 32.0 58 18.4

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 △8.68 ―
20年3月期第3四半期 9.73 ―

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 6,096 2,589 42.5 431.66
20年3月期 6,372 2,637 41.4 439.78

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  2,589百万円 20年3月期  2,637百万円

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  有   

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 ― 0.00 ― 6.00 6.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

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  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 5,710 △17.5 △240 ― △255 ― △180 ― △30.00

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」をご確認ください。  

(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」をご確認ください。  

(3) 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.本資料に記載されている業績の見通し等の将来に関する記述は、現時点で入手可能な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。また、業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等につきましては、３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」をご確認ください。 
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」に従い四半期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 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  6,000,000株 20年3月期  6,000,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  1,787株 20年3月期  1,787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  5,998,213株 20年3月期第3四半期  5,998,213株

 



 当第３四半期累計期間（平成20年４月１日～平成20年12月31日）における我が国経済は、世界的な金融市場の

混乱による株価の大幅な下落と急激な円高の進行による自動車業界をはじめとした輸出産業への深刻な影響によ

り、景気の減速感が一層強まってまいりました。  

  また、企業業績の急激な悪化を背景に雇用不安が社会的な問題に発展しており、上半期に高騰した原油・食料

等の価格が下落したにもかかわらず、個人消費の買い控え傾向に拍車がかかっております。 

  自動車業界におきましては、市場の冷え込みにより各完成車メーカーとも在庫調整に入り、11月以降大幅な減

産となっており、現在も底が見えない、非常に厳しい状況であります。  

 この様な経済状況のなかで、当社は本年度よりスタートいたしました新中期経営計画に基づき、技術・品質・

製造の体質改革を進めるとともに、既存得意先への拡販と新規得意先の開拓を図ってまいりました。 

 しかしながら、当社の売上高は、昨年立上がった４輪ブレーキ用部品等の寄与があったものの、11月以降の大

幅受注減により、前年同期比216百万円減の4,922百万円（前年同期比4.2%減）となりました。 

 一方、利益面におきましても、急激な減収に固定費改善のスピードが追いつかず、また、法人税法改正による

減価償却費の負担増も影響し、営業利益は、前年同期比186百万円減益となり13百万円の営業損失、経常利益は、

為替差損の影響もあり前年同期比190百万円減益となり21百万円の経常損失、当四半期純利益は、有価証券の評価

損の計上により前年同期比110百万円減益となり52百万円の純損失となりました。 

  

※ 前年同期比は、参考として記載しております。 

  

   

  

（財政状態の変動状況）  

  当第３四半期会計期間末における総資産は、前年度末比276百万円減少の6,096百万円となりました。 

  主なものは、四半期純利益の減少と売掛金の減少です。 

  純資産は、前年度末比48百万円減少し、2,589百万円となりました。 

  その結果、自己資本比率は42.5%となりました。 

  また、有利子負債は、前年度末比9百万円減少し、1,357百万円となりました。   

  

（キャッシュ・フローの状況） 

  当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前年度末に比べ73 

 百万円減少（63.4%減）の42百万円となりました。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、202百万円（前年同期比61.9%減）となりました。 

これは主に売上債権の減少によるものです。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  投資活動の結果支出した資金は、230百万円（前年同期比52.9%減）となりました。 

  これは主に内製化のための生産設備の支払いによるものです。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  財務活動の結果支出した資金は、45百万円（前年同期比0.3%減）となりました。 

 これは短期及び長期借入金の返済によるものです。  

  

※ 前年同期比は、参考として記載しております。 

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 



  

 第４四半期は、景気後退の影響を受けて、各完成車メーカーの減産計画に拍車がかかることが予測され、当社の

売上高も更に落ち込む可能性があります。 

 また、損益面では急激な売上高の減少に伴う固定費比率の上昇等が利益を圧迫し、内部の原価改善活動効果が追

いつかない非常に厳しい状況であります。 

 当社といたしましては、継続して固定費削減等の原価改善活動に傾注してまいりますが、現況を鑑み平成20年11

月６日に発表しました平成21年3月期通期の業績及び期末の配当予想の修正をいたしました。 

 詳細につきましては、本日別途開示いたしました「業績予想及び期末配当予想の修正に関するお知らせ」をご参

照ください。 

  

       

１．たな卸資産の評価方法 

   第３四半期会計期間末におけるたな卸高の算出に関しては、実地棚卸省略し第２四半期会計期間末に係る

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。 

   また、たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについて正味売却価額を見積

り、簿価切げを行う方法によっております。 

  

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、事業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．税金費用の計算 

   税金費用については、当第３四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純損失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、税引前四半期純損失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。 

   

  

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．たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

   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。 

 当第３四半期累計期間末の簿価切下げ額は、15,211千円でありますが、このうち期首の棚卸資産にかかる

額、9,464千円は、特別損失に計上しております。 

 これにより、当第３四半期累計期間の営業損失、経常損失は、5,747千円増加し、税引前四半期純損失

は、15,211千円増加しております。 

３．業績予想に関する定性的情報 

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 



  

３．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（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部

会）、平成19年３月30日改正））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（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20

年４月１日以後開始する事業年度に係る四半期財務諸表から適用することができることになったことに伴

い、第１四半期会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっておりま

す。 

 また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期

間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 

 これにより、当第３四半期累計期間の営業損失、経常損失及び税引前四半期純損失への影響はありませ

ん。 

  

  

【追加情報】 

   （有形固定資産の耐用年数の変更） 

    当社の機械装置については、従来、耐用年数を12年としておりましたが、第１四半期会計期間より９年

に変更しました。 

 この変更は、平成20年度の税制改正を契機に耐用年数を見直したことによるものであります。 

 これにより、当第３四半期累計期間の営業損失、経常損失及び税引前四半期純損失は、それぞれ46,532

千円増加しております。 



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 42,248 115,479

受取手形及び売掛金 1,405,775 1,633,363

製品 159,514 161,159

原材料 92,171 56,707

仕掛品 433,469 370,021

貯蔵品 140,635 144,529

前払費用 10,800 4,357

繰延税金資産 111,439 69,996

未収入金 553,828 509,292

その他 13,372 8,832

貸倒引当金 △1,700 △1,900

流動資産合計 2,961,554 3,071,840

固定資産   

有形固定資産   

建物 2,080,634 2,078,460

減価償却累計額 △1,353,774 △1,295,180

建物（純額） 726,859 783,280

構築物 165,247 165,247

減価償却累計額 △112,472 △106,660

構築物（純額） 52,775 58,586

機械及び装置 3,626,848 3,494,951

減価償却累計額 △2,679,177 △2,512,356

機械及び装置（純額） 947,671 982,595

車両運搬具 17,309 18,871

減価償却累計額 △14,607 △14,455

車両運搬具（純額） 2,702 4,415

工具、器具及び備品 635,102 546,640

減価償却累計額 △488,058 △409,467

工具、器具及び備品（純額） 147,044 137,172

土地 40,361 40,361

建設仮勘定 17,183 17,290

有形固定資産合計 1,934,599 2,023,703

無形固定資産   

借地権 4,892 4,892

ソフトウエア 1,740 2,653

その他 847 859

無形固定資産合計 7,480 8,405



（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) 

投資その他の資産   

投資有価証券 104,564 141,591

関係会社株式 653,063 653,063

前払年金資産 385,427 407,322

出資金 303 303

投資不動産（純額） － 11,033

その他 49,623 55,715

投資その他の資産合計 1,192,981 1,269,028

固定資産合計 3,135,061 3,301,138

資産合計 6,096,615 6,372,979

負債の部   

流動負債   

買掛金 170,899 246,116

短期借入金 675,680 660,640

未払金 1,652,553 1,799,781

未払法人税等 261 37,733

賞与引当金 107,430 103,645

その他 38,247 31,689

流動負債合計 2,645,072 2,879,606

固定負債   

長期借入金 681,910 706,200

引当金 30,780 26,297

繰延税金負債 149,678 122,966

固定負債合計 862,369 855,463

負債合計 3,507,441 3,735,070

純資産の部   

株主資本   

資本金 715,000 715,000

資本剰余金 677,955 677,955

利益剰余金 1,192,698 1,280,775

自己株式 △567 △567

株主資本合計 2,585,086 2,673,163

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,088 △35,254

評価・換算差額等合計 4,088 △35,254

純資産合計 2,589,174 2,637,908

負債純資産合計 6,096,615 6,372,979



（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 4,922,569

売上原価 4,537,827

売上総利益 384,742

販売費及び一般管理費 398,001

営業損失（△） △13,258

営業外収益  

受取利息 125

受取配当金 993

受取イニシャルフィ 6,000

製造提携先機械等売却益 5,673

その他 14,169

営業外収益合計 26,963

営業外費用  

支払利息 15,180

為替差損 19,714

営業外費用合計 34,895

経常損失（△） △21,190

特別利益  

固定資産売却益 311

投資有価証券売却益 57

投資不動産売却益 41,941

その他 3,593

特別利益合計 45,903

特別損失  

固定資産除却損 1,596

投資有価証券評価損 102,550

減損損失 1,639

災害による損失 1,806

たな卸資産評価損 9,464

その他 11

特別損失合計 117,067

税引前四半期純損失（△） △92,354

法人税等 △40,266

四半期純損失（△） △52,087



（第３四半期会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 1,526,269

売上原価 1,453,649

売上総利益 72,619

販売費及び一般管理費 121,832

営業損失（△） △49,212

営業外収益  

受取利息 32

受取配当金 412

製造提携先機械等売却益 2,702

その他 1,800

営業外収益合計 4,947

営業外費用  

支払利息 5,000

為替差損 23,572

営業外費用合計 28,572

経常損失（△） △72,838

特別利益  

固定資産売却益 264

投資有価証券売却益 14

その他 3,593

特別利益合計 3,872

特別損失  

投資有価証券評価損 18,805

災害による損失 1,806

その他 11

特別損失合計 20,622

税引前四半期純損失（△） △89,588

法人税等 △39,060

四半期純損失（△） △50,527



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △92,354

減価償却費 345,583

有形固定資産除却損 1,596

たな卸資産評価損 9,464

減損損失 1,639

貸倒引当金の増減額（△は減少） △200

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,785

前払年金資産の増減額（△は増加） 21,895

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,482

受取利息及び受取配当金 △1,119

支払利息 15,180

有形固定資産売却損益（△は益） △311

投資有価証券売却損益（△は益） △57

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 102,550

投資不動産売却損益（△は益） △41,941

売上債権の増減額（△は増加） 227,588

たな卸資産の増減額（△は増加） △102,835

その他の流動資産の増減額（△は増加） △55,687

仕入債務の増減額（△は減少） △75,216

未払金の増減額（△は減少） △74,728

その他の流動負債の増減額（△は減少） △16,972

小計 272,341

利息及び配当金の受取額 1,119

利息の支払額 △15,011

法人税等の支払額 △55,578

営業活動によるキャッシュ・フロー 202,870

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 △290,286

有形固定資産の売却による収入 423

投資有価証券の取得による支出 △175

投資有価証券の売却による収入 764

投資不動産の売却による収入 52,974

投資その他の資産の増減額（△は増加） 5,465

投資活動によるキャッシュ・フロー △230,834

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） △5,000

長期借入れによる収入 100,000

長期借入金の返済による支出 △104,250

配当金の支払額 △36,016

財務活動によるキャッシュ・フロー △45,266

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △73,230

現金及び現金同等物の期首残高 115,479

現金及び現金同等物の四半期末残高 42,248



  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

（６）部門別販売の状況 

 （注）1.主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は次のとおりです。 

2. 上記の金額には、消費税等を含んでおりません。 

  

事業部門 品目 
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） 

輸送用機器関連

事業 

自動車用

部品 

視界確保(千円) 430,488 

利便快適(千円) 1,049,854 

コミュニケーション(千円)  123,438 

エンジン補機(千円) 255,393 

４輪ブレーキ(千円)    1,950,814 

２輪ブレーキ(千円)    294,529 

２輪汎用(千円) 592,897 

小計(千円) 4,697,415 

応用機器(千円) 225,154 

合計(千円) 4,922,569 

相手先 
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）

割合 
（％） 

㈱ミツバ（千円） 2,122,428 43.1 

日信工業㈱（千円） 1,066,975 21.7 

曙ブレーキ工業㈱（千円） 984,496 20.0 



「参考資料」 

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 
    （自 平成19年４月１日  
     至 平成19年12月31日）  

       科目     金額（千円）   
百分比 

 （％） 

Ⅰ 売上高       5,139,376 100.0 

Ⅱ 売上原価    4,524,479 88.0 

売上総利益    614,897 12.0 

Ⅲ 販売費及び一般管理費    441,914 8.6 

営業利益    172,983 3.4 

Ⅳ 営業外収益    22,536 0.4 

Ⅴ 営業外費用    26,260 0.5 

経常利益    169,259 3.3 

Ⅵ 特別利益    374 0.0 

Ⅶ 特別損失    71,661 1.4 

税引前四半期純利益    97,973 1.9 

法人税、住民税及び事業税  32,258     

法人税等調整額  7,361  39,620 0.8 

四半期純利益    58,352 1.1 



  

  

（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 

  
   前第３四半期累計期間  
  （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 営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税引前四半期純利益 97,973 

 減価償却費 306,056 

 賞与引当金の増加額  6,953 

 売上債権の増加額  △129,305 

 たな卸資産の増加額 △34,472 

 仕入債務の増加額 48,471 

 未払金の増加額 234,437 

 その他 121,293 

小計 651,407 

 法人税等の支払額 △104,939 

 その他 △14,084 

営業活動によるキャッシュ・フロー 532,383 

Ⅱ 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 △479,590 

 有形固定資産の売却による収入 940 

 その他 △11,144 

投資活動によるキャッシュ・フロー △489,794 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入金の純増加額 74,100 

 長期借入金による収入 － 

 長期借入金の返済による支出 △83,310 

 自己株式の取得による支出 △306 

 配当金の支払額 △35,875 

財務活動によるキャッシュ・フロー △45,392 

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △2,802 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 128,992 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 126,189 
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