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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 108,559 ― 3,400 ― 3,378 ― 1,378 ―

20年3月期第3四半期 117,838 4.7 4,960 △13.8 5,010 △12.9 3,375 △25.8

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 53.66 48.00
20年3月期第3四半期 131.36 127.18

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 115,602 43,125 32.3 1,454.79
20年3月期 121,303 46,056 32.6 1,538.85

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  37,377百万円 20年3月期  39,537百万円

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 ― 7.50 ― 12.50 20.00
21年3月期 ― 10.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 5.00 15.00

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 135,000 △14.6 900 △86.3 200 △97.0 △760 ― △29.58

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．その他をご覧下さい。  

(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．その他をご覧下さい。  

(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．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．上記に記載した予想数値は、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ます。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と
異なる結果となる可能性があります。  

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  25,750,830株 20年3月期  25,750,830株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  58,111株 20年3月期  58,000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  25,692,752株 20年3月期第3四半期  25,693,177株
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当第３四半期連結会計期間における当社グループを取り巻く経済環境は、世界的金融危機を契機として
世界各国の株式市場で株価が急落、景況感が急速に悪化する中で、米国や欧州では雇用や消費マインドが
悪化するとともに企業の設備投資や生産活動も大幅に減少しました。日本においても、個人消費の減退と
外需の減少に加えて急速に進んだ円高が企業収益を直撃しています。 
自動車業界においても、このような世界的な景気悪化を受けて販売台数が急激に減少しています。また

これを受けて自動車メーカーの生産調整が急速に進み、自動車部品業界においても受注が大きく減少する
こととなりました。 
このような環境のもと、当第３四半期連結会計期間において当社グループは、これまで培った技術力と

グローバル展開を活かし、主力得意先の新型車部品及び新規部品の受注拡大を図るとともに、新規顧客の
獲得に努めてまいりました。また、今年度からスタートした新３ヵ年の中期経営方針の重点施策に鋭意取
り組んでまいりました。 
しかしながら、主力得意先の生産調整と鉄スクラップ価格下落により主要市場である日本と北米を中心

に収益が落ち込んだことに加え、当社の持分法適用関連会社であるユー ワイ ティ リミテッドに関して
主力得意先が英国において数ヶ月間の生産休止を行うことなどを受けて同社の今後の見通しを精査した結
果、同社ののれん相当額を減損処理するとともに同社に対する貸付金及び債務保証を引当処理することと
し、当第３四半期連結会計期間に特別損失として９億28百万円を計上することとなりました。 
このような結果、当第３四半期連結会計期間における損益は、売上高341億91百万円(前年同期比8.1％

増)、営業利益１億54百万円(同93.3％減)、経常利益12百万円(同99.4％減)、四半期純損失９億83百万円
(前年同期は四半期純利益17億59百万円)となりました。 
所在地別セグメント状況につきましては、日本においては、材料価格の変動が売上増加に影響したもの

の主要顧客の自動車生産が大型車を中心に減少したことや鉄スクラップ市況低迷の影響などにより売上高
182億69百万円(前年同期比4.3％増)、営業損失１億５百万円(前年同期は営業利益６億４百万円)、北米に
おいても、主要顧客の急激な生産調整に加え為替換算上の影響もあり売上高105億41百万円(前年同期比
31.4％減)、営業損失７億95百万円(前年同期は営業利益78百万円)、アジアにおいては、第３四半期決算
日が９月末日である中国及びタイの連結子会社において世界的景気後退の影響が軽微であり自動車需要が
堅調であったことなどから売上高97億73百万円(前年同期比20.1％増)、営業利益15億96百万円(同88.0％
増)となりました。 

  
なお、当連結会計年度に属する当四半期連結会計期間以前の期間に関する連結経営成績に関する定性的

情報については、当該四半期決算短信をご参照ください。また、前年同期比は参考として記載しておりま
す。 

  

当第３四半期連結会計期間末における連結財政状態は、総資産は、現金及び預金の増加などによる流動
資産の増加がありましたが、有形固定資産の減少や株価下落と減損処理による投資その他の資産の減少な
どにより1,156億２百万円(前連結会計年度末比57億円減)となりました。負債合計は、短期借入金や長期
借入金などの減少などにより724億77百万円(同27億69百万円減)となりました。純資産合計は、その他有
価証券評価差額金や為替換算調整勘定の減少などにより431億25百万円(同29億31百万円減)、自己資本比
率は32.3％(同0.3ポイントのマイナス)となりました。 

  

通期業績予想につきましては、経営環境は、金融危機に端を発した世界的な景気後退による消費マイン
ドの悪化に伴い、自動車業界においては日・米・欧などの先進国市場を中心として自動車販売台数が急速
に落ち込み、当社主力得意先をはじめとする自動車メーカー各社は過去に例のない規模で生産調整を行う
に至っております。当社グループにおきましては、これらの影響により日米では受注が大きく落ち込んで
おり従来予想していた収益を確保することが困難な状況となりました。また、当第３四半期連結会計期間
に減損処理に伴う特別損失を計上したことなどもあり通期業績予想を次のとおり修正いたしました。 

  
通期連結業績予想の修正等 

 
  

・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

単位：百万円

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

前回予想(Ａ) 156,000 4,700 4,700 4,200
今回修正(Ｂ) 135,000 900 200 △760
増減額(Ｂ-Ａ) △21,000 △3,800 △4,500 △4,960
増減率 △13.5％ △80.9％ △95.7％ ―
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(参考)通期個別業績予想の修正等 

   
なお、詳細は、本日別途開示しております「減損処理に伴う特別損失の計上及び平成21年３月期 通期

(連結・個別)業績予想の修正並びに平成21年３月期 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。 

  
  

該当事項はありません。 
  

1) 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。 
2) 税金費用の計算 

当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する方法を採用しております。 
 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) 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 
親会社は、「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)を第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。 
この変更が、当第３四半期連結累計期間の売上総利益、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。 
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 

「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」(企業会計基準委員
会 平成18年５月17日 実務対応報告第18号)を第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必
要な修正を行っております。 
この変更が、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等の適用 

親会社は、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成５年６月17日 終改正
平成19年３月30日企業会計基準第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
基準委員会 平成６年１月18日 終改正平成19年３月30日 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に適用し、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から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更
し、リース資産として計上しております。 
また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定

する方法によっております。 
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。 
この変更が、当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。 

  

単位：百万円

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

前回予想(Ａ) 67,000 700 1,400 1,100
今回修正(Ｂ) 61,000 △840 370 △1,100
増減額(Ｂ-Ａ) △6,000 △1,540 △1,030 △2,200
増減率 △9.0％ ― △73.6％ ―

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
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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：百万円）

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 8,143 3,952

受取手形及び売掛金 19,077 19,313

たな卸資産 10,813 9,740

繰延税金資産 793 937

その他 2,278 2,623

流動資産合計 41,106 36,568

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 16,678 19,039

機械装置及び運搬具（純額） 26,559 32,052

工具、器具及び備品（純額） 14,102 14,125

土地 4,594 4,630

建設仮勘定 7,666 8,453

有形固定資産合計 69,602 78,300

無形固定資産   

ソフトウエア 245 285

その他 23 360

無形固定資産合計 268 645

投資その他の資産   

投資有価証券 3,253 4,967

長期貸付金 103 158

繰延税金資産 669 307

その他 684 358

貸倒引当金 △85 △4

投資その他の資産合計 4,625 5,788

固定資産合計 74,496 84,734

資産合計 115,602 121,303
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（単位：百万円）

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 19,453 19,111

短期借入金 11,912 13,700

1年内償還予定の社債 300 100

1年内返済予定の長期借入金 5,646 6,568

未払金 606 1,155

未払法人税等 915 982

賞与引当金 671 1,211

設備関係支払手形 1,494 404

その他 4,750 3,904

流動負債合計 45,751 47,139

固定負債   

社債 850 150

転換社債型新株予約権付社債 5,000 5,000

長期借入金 13,949 15,905

繰延税金負債 374 472

退職給付引当金 2,975 2,720

役員退職慰労引当金 331 230

債務保証損失引当金 329 －

負ののれん 2,246 2,995

その他 669 633

固定負債合計 26,725 28,107

負債合計 72,477 75,246

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,240 3,240

資本剰余金 12,237 12,237

利益剰余金 24,896 24,014

自己株式 △36 △36

株主資本合計 40,337 39,455

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △337 306

為替換算調整勘定 △2,622 △224

評価・換算差額等合計 △2,960 82

少数株主持分 5,747 6,519

純資産合計 43,125 46,056

負債純資産合計 115,602 121,303
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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：百万円）

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 108,559

売上原価 96,355

売上総利益 12,203

販売費及び一般管理費 8,803

営業利益 3,400

営業外収益  

受取利息及び配当金 110

負ののれん償却額 748

その他 126

営業外収益合計 985

営業外費用  

支払利息 855

持分法による投資損失 5

為替差損 129

その他 18

営業外費用合計 1,008

経常利益 3,378

特別利益  

固定資産売却益 47

特別利益合計 47

特別損失  

固定資産売却損 25

固定資産廃棄損 194

投資有価証券評価損 134

持分法による投資損失 518

債務保証損失引当金繰入額 329

貸倒引当金繰入額 80

特別損失合計 1,283

税金等調整前四半期純利益 2,142

法人税等 715

少数株主利益 48

四半期純利益 1,378
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【第３四半期連結会計期間】 

（単位：百万円）

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

売上高 34,191

売上原価 31,199

売上総利益 2,992

販売費及び一般管理費 2,837

営業利益 154

営業外収益  

受取利息及び配当金 38

負ののれん償却額 249

その他 65

営業外収益合計 354

営業外費用  

支払利息 276

持分法による投資損失 76

為替差損 137

その他 5

営業外費用合計 496

経常利益 12

特別利益  

固定資産売却益 15

特別利益合計 15

特別損失  

固定資産売却損 △0

固定資産廃棄損 34

投資有価証券評価損 59

持分法による投資損失 518

債務保証損失引当金繰入額 329

貸倒引当金繰入額 80

特別損失合計 1,021

税金等調整前四半期純損失（△） △993

法人税等 239

少数株主損失（△） △249

四半期純損失（△） △983
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

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 2,142

減価償却費 12,075

負ののれん償却額 △748

賞与引当金の増減額（△は減少） △540

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 101

退職給付引当金の増減額（△は減少） 283

受取利息及び受取配当金 △110

支払利息 855

持分法による投資損益（△は益） 523

固定資産売却損益（△は益） △21

固定資産廃棄損 194

投資有価証券評価損益（△は益） 134

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） 329

貸倒引当金の増減額（△は減少） 80

売上債権の増減額（△は増加） △603

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,637

仕入債務の増減額（△は減少） 1,300

その他 1,021

小計 15,380

利息及び配当金の受取額 110

利息の支払額 △855

法人税等の支払額 △617

営業活動によるキャッシュ・フロー 14,018

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 △8,768

有形固定資産の売却による収入 233

無形固定資産の取得による支出 △28

投資有価証券の取得による支出 △37

その他 723

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,878

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） △840

長期借入れによる収入 4,025

長期借入金の返済による支出 △5,180

社債の発行による収入 1,000

社債の償還による支出 △100

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △578

その他 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,674

現金及び現金同等物に係る換算差額 △275

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,190

現金及び現金同等物の期首残高 3,752

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,942
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注記事項 

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。 

  

該当事項はありません。 

  

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) 

自動車部品事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の合計

額に占める割合がいずれも90％超であるため、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。 
  

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) 

 
（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

 ２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

   北米 … アメリカ、カナダ    アジア … 中国、タイ、インド 
  

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) 

 
（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

 ２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

     北米 … アメリカ、カナダ   アジア … 中国、タイ、インド    欧州 … イギリス 

 ３．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。 

  

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) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

日本
（百万円）

北米
（百万円）

アジア
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

40,591 41,346 26,622 108,559 ― 108,559

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

8,185 ― 20 8,206 (8,206) ―

計 48,776 41,346 26,643 116,766 (8,206) 108,559

営業利益又は営業損失(△) △82 80 3,861 3,859 （458) 3,400

【海外売上高】

北米 アジア 欧州 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 41,346 26,621 563 68,531

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― 108,559

Ⅲ 海外売上高の連結売上高
に占める割合(％)

38.1 24.5 0.5 63.1

(6) 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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(1) (要約)前年同四半期連結損益計算書 

 
  

「参考資料」前年同四半期に係る財務諸表

科  目

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)

金額(百万円)

Ⅰ 売上高 117,838

Ⅱ 売上原価 104,077

   売上総利益 13,761

Ⅲ 販売費及び一般管理費 8,801

   営業利益 4,960

Ⅳ 営業外収益 1,304

 1. 受取利息及び受取配当金 112

 2. 負ののれんの償却額 748

 3. その他 443

Ⅴ 営業外費用 1,254

 1. 支払利息 1,207

 2. 持分法による投資損失 21

 3. その他 26

   経常利益 5,010

Ⅵ 特別利益 70

Ⅶ 特別損失 196

   税金等調整前四半期純利益 4,883

   税金費用 1,570

   少数株主利益(控除) △61

   四半期(当期)純利益 3,375
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(2) (要約)前年同四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

   

「参考資料」

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(百万円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税金等調整前四半期(当期)純利益 4,883

   減価償却費 12,365

   売上債権の減少額 2,518

   たな卸資産の減少額 1,976

   仕入債務の減少額 △2,457

   その他 272

    小計 19,557

   法人税等の支払額 △2,146

   その他 △1,095

  営業活動によるキャッシュ・フロー 16,316

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 △13,637

   その他 251

  投資活動によるキャッシュ・フロー △13,386

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 △8,547

   長期借入金による収入 6,783

   長期借入金の返済による支出 △2,851

      転換社債型新株予約権付社債の 
      発行による収入

5,000

   その他 △652

  財務活動によるキャッシュ・フロー △267

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △390

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 2,272

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,089

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 4,362
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(3) セグメント情報 

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) 

自動車部品事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の合計額

に占める割合がいずれも90％超であるため、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。

  

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) 

 
（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

 ２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

    北米・・・アメリカ、カナダ    アジア・・・中国、タイ、インド 

  

「参考資料」

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

日本
（百万円）

北米
（百万円）

アジア
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

42,119 51,618 24,100 117,838 ― 117,838

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

10,478 ― 19 10,497 （10,497) ―

計 52,598 51,618 24,120 128,336 （10,497) 117,838

営業費用 50,593 51,502 21,165 123,262 (10,384) 112,878

営業利益 2,004 115 2,954 5,073 (113) 4,960
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