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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 15,146 ― △0 ― △128 ― △351 ―

20年3月期第3四半期 16,965 ― 3 ― △64 ― △27 ―

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 △21.25 ―

20年3月期第3四半期 △1.65 ―

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 25,277 12,376 48.6 748.35
20年3月期 25,879 13,228 51.0 797.71

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  12,291百万円 20年3月期  13,200百万円

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  

現時点では、期末配当予想額は未定であります。  

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 ― 6.00 ― 6.00 12.00
21年3月期 ― 5.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― ― ―

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 18,600 △15.7 △290 ― △450 ― △750 ― △45.36

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、４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、４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20年11月11日に公表致しました通期の連結業績予想を本資料において修正しております。 
２．期末配当予想額につきましては、現時点では未定とし、通期の業績実績などを総合的に勘案した上でご提案させていただきます。 
３．本資料に記載されている予想数値は、本資料の発表日現在において入手可能な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予想と
異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件等については、３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。 

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  17,514,297株 20年3月期  17,514,297株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  1,089,000株 20年3月期  966,169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  16,533,633株 20年3月期第3四半期  16,552,844株



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。 
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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、世界的な景気後退と円高の進行による輸出

の減少などから企業収益が急速に落ち込み、設備投資の減少、雇用環境の悪化、個人消費の落ち

込み等により、景気は急速に悪化してまいりました。 

このような状況のなかで当社グループは、「収益力の強化と持続的な成長に向けた基盤強化」

を目標として、全社を上げて企業価値向上に取り組んでまいりました。 

 当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高につきましては、自動車市場の急激な縮小による

受注の減少などにより15,146百万円となりました。 

 利益につきましては、営業損失は0百万円、経常損失は128百万円となりました。また、投資有

価証券の減損損失を特別損失に計上したことや、繰延税金資産の一部を取崩し法人税等調整額に

計上したこともあり、四半期純損失は351百万円となりました。 

 なお、セグメント別の状況につきましては、自動車部品事業では、自動車生産台数の大幅な落

ち込みの影響を受け、売上高は14,368百万円、営業損失は19百万円となりました。住宅事業では、

マンション事業や宅地分譲の案件が計画通りに推移し、売上高は688百万円、営業利益は68百万円

となりました。その他事業では、売上高は90百万円、営業損失は48百万円となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

   （資産） 

 流動資産は、15,768百万円（前連結会計年度末比393百万円減）となりました。これは主に、

不動産事業出資金が2,066百万円増加し、現金及び預金が1,002百万円、受取手形及び売掛金が

1,109百万円それぞれ減少したこと等によるものです。 

 固定資産は、9,497百万円（前連結会計年度末比207百万円減）となりました。これは主に、建

設仮勘定が389百万円増加し、投資有価証券が334百万円、工具器具及び備品が251百万円それぞ

れ減少したこと等によるものです。 

この結果、総資産は25,277百万円（前連結会計年度末比602百万円減）となりました。 

（負債） 

流動負債は、8,834百万円（前連結会計年度末比432百万円増）となりました。これは主に、短

期借入金が1,332百万円増加し、支払手形及び買掛金が700百万円減少したこと等によるものです。 

固定負債は、4,066百万円（前連結会計年度末比182百万円減）となりました。これは主に、長

期未払金が191百万円増加し、役員退職慰労引当金が208百万円、社債が100百万円、長期借入金

が73百万円それぞれ減少したこと等によるものです。 

この結果、負債合計は、12,900百万円（前連結会計年度末比249百万円増）となりました。 

 

（純資産） 

純資産は12,376百万円（前連結会計年度末比852百万円減）となりました。これは主に、利益

剰余金が533百万円、その他有価証券評価差額金が354百万円それぞれ減少したこと等によるもの

です。 

 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 第３四半期連結累計期間における業績の進捗を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成

20年11月11日付「業績予想の修正に関するお知らせ」にて発表しました平成21年３月期の連結業

績予想を修正いたしました。 

 なお、当該予想に関する詳細は、平成21年２月10日に公表いたします「業績予想の修正および

配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 
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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） 

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 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第3四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度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、前連結会計年度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、連結会計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 

 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金等調整前当期純利

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もり、税金等調整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。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降の経営環境等に著しい

変化が認められるため、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

ンニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。 

 

(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 

①四半期連結財務諸表に関する会計基準の適用 

 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 

 当第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）を適用しております。 

 なお、この変更による損益に与える影響はありません。 

 

③棚卸資産の評価に関する会計基準 

 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号）を当第１四半期連結会計期間

から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方

法）に変更しております。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、税金等調整前四半期純利益が5百万円減少し

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：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 1,000,604  2,003,404

  受取手形及び売掛金 4,730,308  5,839,631

  商品及び製品 662,014  698,675

  原材料及び貯蔵品 322,563  344,676

  販売用不動産 1,164,267  1,045,295

  仕掛販売用不動産 －  2,857

  不動産事業出資金 7,504,857  5,437,932

  営業出資金 －  350,000

  繰延税金資産 145,240  146,647

  その他 286,450  319,403

  貸倒引当金 △47,900  △26,568

  流動資産合計 15,768,406  16,161,955

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物（純額） 1,446,337  1,441,999

   機械装置及び運搬具（純額） 1,521,560  1,568,080

   工具器具及び備品（純額） 655,968  907,595

   土地 2,012,533  2,012,604

   建設仮勘定 426,082  36,916

   有形固定資産合計 6,062,482  5,967,197

  無形固定資産 159,959  198,542

  投資その他の資産  

   投資有価証券 2,102,369  2,436,404

   繰延税金資産 621,961  500,588

   積立保険料 281,950  281,933

   その他 273,652  324,593

   貸倒引当金 △5,197  △5,059

   投資その他の資産合計 3,274,737  3,538,461

  固定資産合計 9,497,179  9,704,200

 繰延資産  

  社債発行費 11,723  13,833

  繰延資産合計 11,723  13,833

 資産合計 25,277,309  25,879,990
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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 3,751,055  4,451,579

  短期借入金 3,871,600  2,539,050

  １年内返済予定の長期借入金 310,000  310,000

  １年内償還予定の社債 200,000  200,000

  未払法人税等 －  70,411

  賞与引当金 132,834  261,997

  役員賞与引当金 －  22,420

  その他 568,912  546,306

  流動負債合計 8,834,401  8,401,764

 固定負債  

  社債 700,000  800,000

  長期借入金 1,649,201  1,723,000

  退職給付引当金 1,523,787  1,515,888

  役員退職慰労引当金 －  208,591

  長期未払金 191,696  －

  その他 1,842  1,842

  固定負債合計 4,066,527  4,249,322

 負債合計 12,900,929  12,651,087

（純資産の部）  

 株主資本  

  資本金 2,167,399  2,167,399

  資本剰余金 1,696,397  1,696,397

  利益剰余金 8,754,594  9,287,947

  自己株式 △277,360  △259,324

  株主資本合計 12,341,031  12,892,420

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 △58,256  296,379

  繰延ヘッジ損益 △3,138  △2,844

  為替換算調整勘定 12,311  14,591

  評価・換算差額等合計 △49,083  308,126

 少数株主持分 84,431  28,356

 純資産合計 12,376,379  13,228,903

負債純資産合計 25,277,309  25,879,990
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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 15,146,890 

売上原価 13,016,199 

売上総利益 2,130,690 

販売費及び一般管理費 2,131,329 

営業損失（△） △639 

営業外収益  

 受取利息 10,079 

 受取配当金 54,186 

 受取賃貸料 12,886 

 その他 12,115 

 営業外収益合計 89,268 

営業外費用  

 支払利息 81,221 

 支払手数料 66,876 

 貸倒引当金繰入額 21,640 

 デリバティブ評価損 13,670 

 その他 33,792 

 営業外費用合計 217,201 

経常損失（△） △128,573 

特別損失  

 固定資産除却損 43,250 

 投資有価証券評価損 64,212 

 たな卸資産評価損 5,758 

 特別損失合計 113,221 

税金等調整前四半期純損失（△） △241,794 

法人税等 132,523 

少数株主損失（△） △22,975 

四半期純損失（△） △351,343 
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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) 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】 前年同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） 
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高 16,965,480 100.0 

Ⅱ 売上原価 14,990,422 88.4 

   売上総利益 1,975,058 11.6 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,971,141 11.6 

   営業利益 3,917 0.0 

Ⅳ 営業外収益   

   受取配当金 66,247  

   有価証券利息 11,188  

   受取賃貸料 12,886  

   その他の営業外収益 14,353  

   営業外収益合計 104,676 0.6 

Ⅴ 営業外費用   

   支払利息 77,401  

   営業外支払手数料 66,903  

   その他の営業外費用 28,651  

   営業外費用合計 172,956 1.0 

   経常損失（△） △64,362 △0.4 

Ⅵ 特別利益   

   投資有価証券売却益 3,649  

   特別利益合計 3,649 0.0 

Ⅶ 特別損失   

   固定資産除却損 29,426  

   投資有価証券評価損 37,156  

   特別損失合計 66,582 0.4 

   税金等調整前四半期純損失（△） △127,295 △0.8 

   法人税、住民税及び事業税 12,394 0.1 

   法人税等調整額 △100,800 △0.6 

   少数株主損失（△） △11,645 △0.1 

   四半期純損失（△） △27,244 △0.2 

   

 

 




