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1.  平成22年2月期第1四半期の連結業績（平成21年3月1日～平成21年5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 ％

22年2月期第1四半期 1,789 ― △233 ― △196 ― △177 ―
21年2月期第1四半期 3,646 ― 214 ― 253 ― 267 ―

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

22年2月期第1四半期 △18.54 ―
21年2月期第1四半期 27.84 ―

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

22年2月期第1四半期 13,005 8,557 64.4 873.82
21年2月期 13,748 8,559 60.9 873.16

（参考） 自己資本  22年2月期第1四半期  8,375百万円 21年2月期  8,370百万円

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

21年2月期 ― 4.50 ― 4.50 9.00
22年2月期 ―
22年2月期 
（予想）

3.75 ― 3.75 7.50

3.  平成22年2月期の連結業績予想（平成21年3月1日～平成22年2月28日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

第2四半期 
連結累計期間

5,000 △34.0 100 △78.2 120 △78.1 72 △83.8 7.51

通期 11,200 △16.3 400 1.8 450 △16.4 270 △21.7 28.16
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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、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) 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. 上記の予想は、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、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる
場合があります。 
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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年2月期第1四半期 9,621,550株 21年2月期 9,621,550株
② 期末自己株式数 22年2月期第1四半期 36,656株 21年2月期 35,171株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年2月期第1四半期 9,585,845株 21年2月期第1四半期 9,590,983株
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  当第１四半期（３～５月）においてわが国経済は、米国金融危機に端を発した世界同時不況の影響により低調に

推移しました。当社グループの主要な取引先である自動車業界では、四輪車が一部の車種で明るい材料がみられる

ものの、全体では深刻な需要の落ち込みとなり、二輪車も北米、欧州への輸出減により低迷しました。こうしたな

か、当第１四半期の連結売上高は前第１四半期比50.9％減少の1,789百万円となりました。 

利益面につきましては、営業損失が233百万円（前第１四半期比448百万円減少）となりました。経常損失は196百 

万円（前第１四半期比449百万円減少）となり、四半期純損失は177百万円（前第１四半期比444百万円減少）とな 

りました。  

  

※「連結経営成績に関する定性的情報」における前年同期比は参考値として記載しております。  

  

 第１四半期の財政状態につきましては、総資産が前連結会計年度末より743百万円減少の13,005百万円になりま 

した。主な減少要因は、受取手形及び売掛金が1,046百万円減少したことによるものです。 

純資産は、大幅な四半期純損失を計上したことにより利益剰余金が220百万円減少したため8,557百万円となり、 

自己資本比率は64.4％となりました。   

  

平成22年２月期の通期連結業績予想につきましては、現時点においては平成21年４月17日発表の予想を変更してお

りません。 

  

  該当事項はありません。 

  

   

① 簡便的な会計処理 

たな卸資産の評価方法 

当第１四半期連結会計期間末におけるたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度

末の実地たな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のみ正味売却価額を見

積り、簿価切下げを行うこととしております。  

  

固定資産の減価償却費の算定方法 

減価償却の方法として主として定率法を採用しておりますが、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間

按分して算定しております。  

  

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  

 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に、経営環境等、かつ、一時差異

等の発生状況に著しい変化が無いと認められるため、前連結会計年度決算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しております。 

  

② 四半期連結財務諸表作成に特有の会計処理  

該当事項はありません。  

  

   

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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（会計処理基準に関する事項の変更）  

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変更  

「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。これにより、営業利益、経常利益は2,252千円、税金等調整前四半期純利益

は、15,633千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 

「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。 

なお、この適用による四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 

④ 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、賃貸借取引にかか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）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）を当第１四半期連結会計期間から早期適用し、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当第１四半期連結会計期間開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引につ

いては、引き続き通常の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す。 

この適用による四半期連結財務諸表に与える影響はありません。  

（追加情報） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、機械装置については、従来耐用年数を４～14年として

おりましたが、当第１四半期連結会計期間より４～10年に変更しております。 

これにより、従来の方法によった場合に比べ、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16,268千円増加しております。 

  

（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
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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１四半期連結会計期間末
(平成21年５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21年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 933,089 782,423

受取手形及び売掛金 2,594,617 3,641,319

商品及び製品 473,042 470,457

仕掛品 243,606 222,217

原材料及び貯蔵品 425,559 451,486

その他 317,157 254,028

貸倒引当金 △2,151 △3,058

流動資産合計 4,984,918 5,818,872

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,843,883 3,865,634

減価償却累計額 △1,496,981 △1,481,775

建物及び構築物（純額） 2,346,902 2,383,859

機械装置及び運搬具 6,862,742 6,837,278

減価償却累計額 △5,169,202 △5,042,239

機械装置及び運搬具（純額） 1,693,540 1,795,039

土地 1,713,102 1,712,865

建設仮勘定 163,124 150,757

その他 604,186 594,345

減価償却累計額 △540,914 △531,824

その他（純額） 63,272 62,521

有形固定資産合計 5,979,940 6,105,040

無形固定資産   

その他 26,142 23,561

無形固定資産合計 26,142 23,561

投資その他の資産   

投資有価証券 1,870,708 1,549,137

その他 183,565 291,743

貸倒引当金 △40,100 △40,100

投資その他の資産合計 2,014,173 1,800,781

固定資産合計 8,020,255 7,929,382

資産合計 13,005,173 13,748,255
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年５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21年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,287,457 1,657,041

短期借入金 491,469 1,020,532

1年内返済予定の長期借入金 874,317 430,093

未払法人税等 9,306 48,091

賞与引当金 211,334 121,692

役員賞与引当金 7,975 27,400

その他 637,265 890,782

流動負債合計 3,519,123 4,195,632

固定負債   

長期借入金 533,022 646,019

退職給付引当金 192,388 186,651

その他 203,351 160,703

固定負債合計 928,761 993,374

負債合計 4,447,884 5,189,005

純資産の部   

株主資本   

資本金 819,078 819,078

資本剰余金 966,758 966,758

利益剰余金 6,634,547 6,855,417

自己株式 △23,541 △23,227

株主資本合計 8,396,841 8,618,025

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 168,366 △20,709

為替換算調整勘定 △189,715 △226,859

評価・換算差額等合計 △21,350 △247,568

少数株主持分 181,798 188,792

純資産合計 8,557,289 8,559,249

負債純資産合計 13,005,173 13,748,255

6



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

売上高 1,789,758

売上原価 1,773,408

売上総利益 16,350

販売費及び一般管理費 250,059

営業損失（△） △233,709

営業外収益  

受取利息 96

受取配当金 635

持分法による投資利益 966

為替差益 14,956

助成金収入 23,650

その他 6,680

営業外収益合計 46,984

営業外費用  

支払利息 8,296

その他 1,429

営業外費用合計 9,725

経常損失（△） △196,450

特別利益  

貸倒引当金戻入額 950

特別利益合計 950

特別損失  

固定資産処分損 6,134

たな卸資産評価損 13,382

特別損失合計 19,516

税金等調整前四半期純損失（△） △215,016

法人税、住民税及び事業税 19,523

法人税等調整額 △51,174

法人税等合計 △31,651

少数株主損失（△） △5,632

四半期純損失（△） △177,732
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年５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損失（△） △215,016

減価償却費 184,949

貸倒引当金の増減額（△は減少） △907

賞与引当金の増減額（△は減少） 89,642

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,737

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △19,425

受取利息及び受取配当金 △731

支払利息 8,296

固定資産除却損 6,134

売上債権の増減額（△は増加） 1,046,702

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,954

仕入債務の増減額（△は減少） △369,584

持分法による投資損益（△は益） △966

その他の資産の増減額（△は増加） 13,024

その他の負債の増減額（△は減少） △58,869

小計 690,940

利息及び配当金の受取額 731

利息の支払額 △9,056

法人税等の支払額 △59,313

営業活動によるキャッシュ・フロー 623,302

投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の取得による支出 △3,900

有形固定資産の取得による支出 △241,279

無形固定資産の取得による支出 △4,000

貸付けによる支出 △63

貸付金の回収による収入 135

投資活動によるキャッシュ・フロー △249,107

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） △534,103

長期借入れによる収入 400,000

長期借入金の返済による支出 △77,323

自己株式の取得による支出 △313

配当金の支払額 △43,139

財務活動によるキャッシュ・フロー △254,879

現金及び現金同等物に係る換算差額 31,350

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 150,666

現金及び現金同等物の期首残高 782,423

現金及び現金同等物の四半期末残高 933,089
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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。 

  

 該当事項はありません。 

  

当社グループはすべて、二輪車、四輪車業界向け部品の製造・販売に関する事業を主として営んでいるため、

事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。  

  

  

本国のセグメントの売上高の金額が全セグメントの合計の90％超であるため記載を省略しております。  

  

  

海外売上高は連結売上高の10％未満であるので記載を省略しております。  

  

  

 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〕

〔海外売上高〕

（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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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

 (1)（要約）四半期連結損益計算書 

 （単位：千円、％） 

前第１四半期 

科 目 
自平成 20 年 3 月 1 日

至平成 20 年 5 月 31 日

 金額 百分比

Ⅰ 売上高 3,646,351 100.0

Ⅱ 売上原価 3,137,030 86.0

売上総利益 509,321 14.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 294,991 8.1

営業利益 214,329 5.9

Ⅳ 営業外収益 51,855 1.4

Ⅴ 営業外費用 12,877 0.4

経常利益 253,307 6.9

Ⅵ 特別利益 216,245 5.9

Ⅶ 特別損失 15,793 0.4

税金等調整前四半期(当期)純利益 453,760 12.4

法人税等 184,933 5.1

少数株主利益 1,701 0.0

四半期（当期）純利益 267,126 7.3
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