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1.  平成21年10月期第2四半期の連結業績（平成20年11月1日～平成21年4月30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10月期第2四半期 45,666 ― △64 ― △804 ― △1,297 ―
20年10月期第2四半期 67,983 3.6 4,511 143.7 4,616 77.3 4,877 223.4

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10月期第2四半期 △34.17 ―
20年10月期第2四半期 128.19 ―

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10月期第2四半期 94,303 73,657 75.0 1,862.08
20年10月期 102,210 73,265 68.9 1,855.05

（参考） 自己資本   21年10月期第2四半期  70,718百万円 20年10月期  70,453百万円

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10月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00
21年10月期 ― 3.00
21年10月期 

（予想）
― 3.00 6.00

3.  平成21年10月期の連結業績予想（平成20年11月1日～平成21年10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 86,300 △35.1 △10 ― △470 ― △1,520 ― △40.02
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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）  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．本資料に掲載されている業績予想は、発表日現在で入手可能な情報に基づき作成したものでありますので、実際の業績は、今後様々な要因によって
予想数値と異なる可能性があります。なお、上記業績予想（平成21年10月期の連結業績予想）については、平成21年３月９日公表の数値から修正しており
ます。業績予想に関する事項については、４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。 
 
２．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10月期第2四半期 38,216,759株 20年10月期  38,216,759株
② 期末自己株式数 21年10月期第2四半期  238,696株 20年10月期  237,357株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年10月期第2四半期 37,978,431株 20年10月期第2四半期 38,037,793株
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平成21年10月期の個別業績予想（平成20年11月１日～平成21年10月31日） 

（％表示は、通期は対前期） 

（注）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無： 有 

  

  近の業績の動向を踏まえ、平成21年３月９日に公表いたしました平成21年10月期（平成20年11月１日～平成21年

10月31日）の業績予想および配当予想を修正しております。 

 当該予想数値の修正に関する事項は、本日公表の「業績予想の修正および特別損失に関するお知らせ」並びに「剰

余金の配当および配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。  

  

「参考資料」

個別業績予想

  
  

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   43,400  △39.9  △330 －     370 △90.6 △2,770  －    △72 91
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 当第２四半期連結累計期間における世界経済は、前連結会計年度末からの世界的な金融市場混乱を発端に、悪

化を続けました。欧米の景気は大きく後退し、中国・インド等の新興国の景気は減速しました。日本経済は、世

界経済悪化に伴う輸出・生産の大幅な落ち込み、設備投資の減少、個人消費の減退等から、景気が急速に後退し

ました。 

 当社グループの主たる事業分野の自動車業界におきましては、国内外の景気悪化を背景に販売不振が続き、日

本国内の生産台数は前年同期比40.1％減の368万台と大幅に減少しました。海外における当社グループの主たる市

場の米国におきましても、自動車生産台数は前年同期比41.5％減の296万台と大幅に減少しました。 

 このような経営環境のもとでの受注激減に伴い、当社グループでは、休業実施、役員報酬カット、管理職賃金

カット、残業規制、経費削減等々を実施してまいりましたが、受注量減少はその施策を上回る規模のものであり

ました。 

 当社グループの当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高におきましては、北米並びに日本国内の自動車生

産減少を受け、売上高は456億６千６百万円（前年同期比32.8％減）となりました。損益面では、受注量が激減す

る中で上記の施策等により収益確保に努めましたが、営業損失は６千４百万円（前年同期は45億１千１百万円の

利益）となりました。経常損失は、大幅な円高により為替差損が10億４千８百万円発生したこと等により、８億

４百万円（前年同期は46億１千６百万円の利益）となりました。四半期純損失は、保有する株式の株価下落によ

る有価証券評価損13億１千４百万円が発生したこと、並びに留保金課税の繰延税金負債の取崩し益８億３千１百

万円を計上したこと等により、12億９千７百万円（前年同期は48億７千７百万円の利益）となりました。 

  

 当第２四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べ79億７百万円減少し、943億３百万円となりました。主とし

て、受取手形及び売掛金の減少81億円によるものであります。 

 負債は、繰延税金負債の減少等により前連結会計年度末と比べ82億９千９百万円減少し、206億４千６百万円とな

りました。主として、支払手形及び買掛金の減少56億２千５百万円によるものであります。 

 純資産は、その他有価証券評価差額金の増加等により前連結会計年度末と比べ３億９千２百万円増加し、736億５

千７百万円となりました。主として、利益剰余金が24億５千４百万円減少したのに対し、その他有価証券評価差額金

が17億８千９百万円増加したこと、並びに為替換算調整勘定が８億８千４百万円増加したことによるものでありま

す。 

 近の業績の動向を踏まえ、平成21年３月９日に公表いたしました平成21年10月期（平成20年11月１日～平成21年

10月31日）の業績予想および配当予想を修正しております。 

  当該予想数値の修正に関する事項は、本日公表の「業績予想の修正および特別損失に関するお知らせ」並びに「剰

余金の配当および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.簡便な会計処理 

①たな卸資産の評価方法 

 当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の算定に関しては、一部実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の

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。 

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 

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。 

 当社及び連結子会社は、繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境

等及び一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められる場合には、前連結会計年度において使用し

た将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。   

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

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
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 ２.四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

   該当事項はありません。 

  

  

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たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

 当社及び国内連結子会社は、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２四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

33百万円増加しております。 

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。 

 この変更により、当第２四半期連結累計期間の期首の利益剰余金が516百万円減少しております。また、営

業損失は41百万円増加し、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は217百万円減少しております。 

④リース取引に関する会計基準の適用 

   当社及び国内連結子会社は、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（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日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用

することができることになったことに伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準を適用し、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、残存価格を零とする定額法を採用しております。

 これによる当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

  

(有形固定資産の耐用年数の変更) 

 当社及び国内連結子会社は、平成20年度の法人税法改正に伴い、主として機械装置の減価償却の方法につ

いては、第１四半期連結会計期間より、改正後の法人税法に基づく耐用年数に変更しております。 

  これにより、当第２四半期連結累計期間の売上総利益は81百万円減少し、営業損失、経常損失及び税金等

調整前四半期純損失は81百万円増加しております。 

(役員退職慰労金制度の廃止) 

 従来、役員の退任に伴う役員退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しており

ましたが、経営改革の一環として、平成21年１月24日開催の定時株主総会において役員退職慰労金制度の廃

止を決議するとともに、役員の退任時に在任期間を対象とする退職慰労金を支給することを決議いたしまし

た。 

 これにより、当該総会までの期間に対応する役員退職慰労金相当額340百万円を固定負債の「その他」とし

て計上しております。 

  

（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

（４）追加情報
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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２四半期連結会計期間末
(平成21年４月30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10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 17,133 15,584

受取手形及び売掛金 13,279 21,380

有価証券 1,439 2,252

商品及び製品 4,513 5,695

仕掛品 1,260 1,568

原材料及び貯蔵品 3,711 3,466

繰延税金資産 772 1,422

その他 1,763 2,403

貸倒引当金 △78 △68

流動資産合計 43,796 53,705

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 9,370 8,958

機械装置及び運搬具（純額） 10,300 10,848

土地 5,263 5,411

建設仮勘定 2,990 2,266

その他（純額） 1,098 1,244

有形固定資産合計 29,022 28,729

無形固定資産   

のれん 203 219

その他 1,464 1,553

無形固定資産合計 1,668 1,772

投資その他の資産   

投資有価証券 17,353 15,810

繰延税金資産 434 93

その他 2,032 2,101

貸倒引当金 △4 △1

投資その他の資産合計 19,816 18,003

固定資産合計 50,507 48,505

資産合計 94,303 102,210
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年４月30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10月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,803 14,428

短期借入金 1,813 1,557

未払法人税等 109 879

繰延税金負債 38 88

賞与引当金 990 1,730

役員賞与引当金 － 33

製品保証引当金 692 756

その他 3,993 4,514

流動負債合計 16,440 23,989

固定負債   

長期借入金 － 166

繰延税金負債 2,915 3,364

退職給付引当金 869 968

役員退職慰労引当金 － 363

その他 420 93

固定負債合計 4,205 4,956

負債合計 20,646 28,945

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,657 5,657

資本剰余金 7,105 7,105

利益剰余金 62,406 64,860

自己株式 △331 △330

株主資本合計 74,837 77,293

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,732 2,942

繰延ヘッジ損益 △47 △93

為替換算調整勘定 △8,804 △9,688

評価・換算差額等合計 △4,119 △6,839

少数株主持分 2,939 2,811

純資産合計 73,657 73,265

負債純資産合計 94,303 102,210
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年４月30日) 

売上高 45,666

売上原価 40,860

売上総利益 4,806

販売費及び一般管理費 4,871

営業損失（△） △64

営業外収益  

受取利息 121

受取配当金 152

受取技術料 59

その他 308

営業外収益合計 641

営業外費用  

支払利息 27

持分法による投資損失 190

為替差損 1,048

その他 115

営業外費用合計 1,382

経常損失（△） △804

特別利益  

固定資産売却益 36

投資有価証券売却益 3

製品保証引当金戻入額 27

特別利益合計 67

特別損失  

前期損益修正損 10

固定資産売却損 2

固定資産除却損 27

投資有価証券評価損 1,314

特別退職金 140

特別損失合計 1,495

税金等調整前四半期純損失（△） △2,232

法人税、住民税及び事業税 81

過年度法人税等 158

法人税等調整額 △1,307

法人税等合計 △1,068

少数株主利益 133

四半期純損失（△） △1,297
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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 平成19年３月14日）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 平成19年３月14日）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。 

  

 該当事項はありません。 

  

（希望退職者の募集） 

 当社は、平成21年６月５日開催の取締役会において、希望退職者の募集を行うことを決議しております。

１. 募集の理由：収益構造の改善を図り将来に向けて確固たる利益体質を構築するため。 

２. 募集対象者：満40歳以上～満60歳未満の一定の要件を満たす社員（平成21年８月７日までに定年を迎

える者は除く） 

３. 募集人員 ：60名程度  

４. 募集期間 ：平成21年７月６日～平成21年７月31日まで 

５. 希望退職による損失の見込額  

       ：退職加算金等の支給に伴う特別損失の計上を３億５千万円程度見込んでおります。 

６. 優遇措置 ：①退職者に対して、通常の退職金に加え退職加算金を支給する。 

        ②希望者には再就職支援会社を通じて再就職支援を行う。 

          

（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

（５）重要な後発事象
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「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

中間連結損益計算書

  

前中間連結会計期間 

（自 平成 19年11月１日  

  至 平成 20年４月30日） 

区分 金額 （百万円） 
百分比

（％） 

Ⅰ  売上高    67,983  100.0

Ⅱ  売上原価    57,144  84.1

売上総利益    10,838  15.9

Ⅲ  販売費及び一般管理費    6,326  9.3

営業利益    4,511  6.6

Ⅳ  営業外収益      

１ 受取利息  155    

２ 受取配当金  180    

３ 持分法による投資利益  96    

４ 受取技術指導料  86    

５ その他  278  798  1.2

Ⅴ  営業外費用      

１ 支払利息  32    

２ 為替差損  589    

３ その他  70  693  1.0

経常利益    4,616  6.8

Ⅵ  特別利益      

 固定資産売却益  77  77  0.1

Ⅶ  特別損失      

１ 固定資産売却損  4    

２ 固定資産除却損  11  15  0.0

税金等調整前中間純利

益 
   4,678  6.9

法人税、住民税及び事

業税 
 1,110    

法人税等調整額  △1,557  △447  △ 0.7

少数株主利益    247  0.4

中間純利益    4,877  7.2
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（1）個別経営成績（累計）                                             （％表示は対前年同四半期増減率） 

  

  

（2）個別財政状態 

  

（注）上記の平成21年10月期第２四半期の個別業績は、四半期財務諸表等規則に基づき作成しておりますが、

法定開示におけるレビュー対象ではありません。 

  

「参考資料」

個別業績の概要

平成21年10月期第２四半期の個別業績（平成20年11月1日～平成21年４月30日）

  
 

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10月期 

第２四半期 
21,518  － △188  －  162     －  △2,526  －

20年10月期 

第２四半期 
36,478  (6.8) 1,919  (7.1) 1,971  (△29.4)    1,256 (△31.9)

  
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10月期第２四半期      △66 50     －  －

20年10月期第２四半期      33 00 －  －

  
  

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10月期第２四半期     64,270  55,369       86.2  1,457  31

20年10月期     72,772  56,677       77.9  1,491  69
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（要約）四半期個別財務諸表

（１）（要約）四半期個別貸借対照表

科目 
 当第２四半期会計期間末 
 （平成21年４月30日） 

前事業年度末 
（平成20年10月31日） 

資産の部     

流動資産     

現金及び預金  7,793  6,702

受取手形及び売掛金  9,514  17,232

有価証券  141  944

商品及び製品  1,235  1,548

仕掛品  489  602

原材料及び貯蔵品  121  136

1年以内長期返済貸付金  1,677  1,459

繰延税金資産  450  910

その他  428  418

貸倒引当金  △126  △60

流動資産合計  21,725  29,896

固定資産     

有形固定資産  7,339  7,613

無形固定資産  682  702

投資その他の資産     

投資有価証券  13,821  11,990

関係会社株式  11,331  13,497

その他   9,530  9,147

貸倒引当金  △160  △75

投資その他の資産合計  34,523  34,559

固定資産合計  42,545  42,876

資産合計  64,270  72,772
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（注）この四半期貸借対照表は、四半期財務諸表等規則に基づいて作成しておりますが、 

      法廷開示におけるレビュー対象ではありません。  

科目 
当第２四半期会計期間末 
（平成21年４月30日） 

前事業年度末 
（平成20年10月31日） 

負債の部     

流動負債     

支払手形及び買掛金  4,114  9,234

短期借入金  1,000  1,000

未払法人税等  25  512

賞与引当金  692  1,309

役員賞与引当金  0  33

製品保証等引当金  236  294

その他  848  1,345

流動負債合計   6,917  13,730

固定負債     

繰延税金負債  1,346  1,720

退職給付引当金  281  281

その他  355  361

固定負債合計  1,983  2,364

 負債合計  8,900  16,094

純資産の部     

株主資本     

資本金  5,657  5,657

資本剰余金  7,105  7,105

利益剰余金  38,256  41,353

自己株式  △318  △317

株主資本合計  50,700  53,798

評価・換算差額等        

その他有価証券評価差額金  4,715  2,973

繰延ヘッジ損益  △47  △93

評価・換算差額等合計  4,668  2,879

純資産合計  55,369  56,677

負債純資産合計  64,270  72,772
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（第２四半期個別累計期間）  

                      （単位：百万円） 

（注）この四半期損益計算書は、四半期財務諸表等規則に基づいて作成しておりますが、 

   法廷開示におけるレビュー対象ではありません。 

（２）（要約）四半期個別損益計算書

科目 

  
当第２四半期累計期間 
（自 平成20年11月１日 

  至 平成21年４月30日） 

Ⅰ 売上高  21,518

Ⅱ 売上原価  19,461

売上総利益  2,056

Ⅲ 販売費及び一般管理費  2,244

営業損失  △188

Ⅳ 営業外収益  494

受取利息  70

受取配当金  187

受取技術指導料   160

その他   75

Ⅴ 営業外費用  143

支払利息  3

貸倒引当金繰入額   86

為替差損  48

その他   4

経常利益  162

Ⅳ 特別利益  40

固定資産売却益  0

投資有価証券売却益  9

貸倒引当金戻入額   2

製品保証引当金戻入額   27

Ⅴ 特別損失  3,607

前期損益修正損  10

固定資産売却除却損  9

投資有価証券評価損  3,586

税金等調整前四半期純損失  △3,404

法人税、住民税及び事業税  11

過年度法人税等   248

法人税等調整額  △1,137

法人税等合計  △877

四半期純損失  △2,526
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