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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6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 ％

22年3月期第1四半期 14,187 △37.3 65 △92.5 23 △97.4 △97 ―
21年3月期第1四半期 22,637 ― 874 ― 892 ― 331 ―

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3月期第1四半期 △2.76 ―
21年3月期第1四半期 9.34 ―

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3月期第1四半期 60,791 31,719 49.5 857.31
21年3月期 59,150 31,133 50.0 841.73

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  30,076百万円 21年3月期  29,597百万円

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  
   22年３月期の配当金は未定とさせていただきます。 

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

21年3月期 ― 8.00 ― 4.00 12.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
― ― ― ―

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31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  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

第2四半期 
連結累計期間

29,000 △38.0 500 △78.5 500 △78.7 200 △84.8 5.70

通期 62,000 △18.6 2,300 48.7 2,100 121.1 1,300 379.7 37.06



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  無  

(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） 

(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．業績予想については、当社が現在入手している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。業績予想に関する事項につきましては、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」をご参照
下さい。 
２．平成22年３月期の配当につきましては、経営環境の先行きが不透明であることから、現時点では配当予想を発表する状況にありません。配当予想につ
きましては、第２四半期末までに決定し、発表する予定であります。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
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3月期第1四半期 37,112,000株 21年3月期  37,112,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  2,030,210株 21年3月期  1,950,162株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 35,131,842株 21年3月期第1四半期 35,462,894株



 当第１四半期連結会計期間における経済情勢は、前期から続く世界的な景気後退の影響が色濃く残り、厳しい状況

で推移いたしました。日本経済をみても、雇用環境の悪化や設備投資の大幅な減少が続いており、厳しい経済環境が

続いています。 

 自動車業界におきましては、政府による減税措置や補助金制度のスタートにより、販売台数の持ち直しの動きが見

え始めましたが、前年同月比でマイナスの状況が続いております。また、生産実績につきましても、依然として前年

同月比５～６割程度の水準にとどまっており、大変厳しい事業環境が続いております。 

 このような環境のなか、当社グループの主力製品である自動車・輸送用機器用配管製品ならびに自動車用樹脂製品

は、生産が大幅に減少しました。 

 その結果、当第１四半期の売上高は、前年同期と比べて37.3％減少し141億87百万円となりました。利益面につき

ましては、経常利益は前年同期と比べて97.4％減少の23百万円となりましたが、四半期純損失97百万円を計上するこ

ととなりました。 

 所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。 

 ①日本 

 国内自動車メーカーの在庫調整は一段落したものの、生産台数は前年を下回る水準で推移いたしました結果、

売上高は、前年同期と比べて35.3％減少し83億36百万円、営業利益は、前年同期と比べて48.4％減少の１億98百

万円となりました。 

 ②北米・中南米 

 米国自動車メーカーの経営悪化に伴う米国自動車市場の低迷より、売上高は、前年同期と比べて44.0％減少の

30億21百万円、利益につきましては、前年同期と比べて２億72百万円減少し１億82百万円の営業損失となりまし

た。  

 ③その他 

 （欧州） 

 前期後半から続く取引先自動車メーカーの減産の影響により、売上高は、前年同期と比べて65.1％減少の５億

１百万円、利益につきましては、前年同期と比べて79百万円減少し15百万円の営業損失となりました。 

 （中国・アジア） 

 中国では、自動車市場の拡大により引き続き堅調に推移いたしましたが、中国を除くアジア経済の減速の影響

を受け、売上高は、前年同期と比べて19.9％減少の23億30百万円、営業利益は、前年同期と比べて81.3％減少の

63百万円となりました。 

  

  

当第１四半期末の総資産は607億91百万円となり、前連結会計年度末に比べて16億41百万円増加しました。主な要因 

は売上債権の増加11億71百万円、主に時価評価による投資有価証券の増加５億62百万円等であります。  

 負債合計は290億72百万円となり、前連結会計年度末に比べて10億55百万円増加しました。主な要因は仕入債務の減

少２億31百万円、未払金・未払法人税等の増加８億円、賞与引当金の増加３億25百万円等であります。  

純資産は317億19百万円となり、前連結会計年度末に比べて５億86百万円増加しました。主な要因は四半期純損失 

による減少97百万円、配当金支払による減少１億41百万円、その他有価証券評価差額金の増加３億33百万円、為替換

算調整勘定の増加４億15百万円等であります。 

（キャッシュ・フローの状況） 

営業活動により得られた資金は、税金等調整前四半期純利益が88百万円、減価償却費が10億75百万円、売上債権の増

加による資金減が９億58百万円、たな卸資産の減少による資金増が８億26百万円、仕入債務の減少による資金減が４

億75百万円あったことなどにより、６億68百万円となりました。 

投資活動により使用された資金は、有形固定資産の取得による支出が５億88百万円あったことなどにより、５億93 

百万円となりました。 

財務活動により使用された資金は、長期借入金の返済による支出２億80百万円、配当金の支払による減少１億41百万

円などにより、４億５百万円となりました。 

これらの結果、現金及び現金同等物の当第１四半期末残高は、前期末と比較して２億13百万円減少し、52億43百万 

円となりました。  

【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



自動車業界におきましては、政府による減税措置や補助金制度のスタートにより、販売台数の持ち直しの動きが見

え始めましたが、前年同月比でマイナスの状況が続いております。また、生産実績につきましても、依然として前年

同月比５～６割程度の水準にとどまっており、厳しい事業環境が続いております。 

このような環境のもと、急激な経営環境の変化に対応できる体質への変革を目指し、全社をあげての迅速なる労務

費、経費等の削減に取り組んでおり徐々に成果が現れつつあります。 

これらの状況及び今後の市場動向を勘案すると、平成22年３月期の第２四半期累計期間及び通期の業績は、平成21

年５月13日公表の予想値を上回る見込みであるため、本日公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」の

とおり修正しております。 

   

（１）平成22年３月期第２四半期連結累計期間業績予想数値の修正(平成21年４月１日～平成21年９月30日)  

  

（２）平成22年３月期通期連結業績予想数値の修正(平成21年４月1日～平成22年３月31日)  

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

該当事項はありません。  

  

  

該当事項はありません。  

  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

   売上高 営業利益 経常利益 当期純利益  
１株当たり 

四半期純利益  

  百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭 

 前回発表予想（Ａ）   27,000   △300   △500   △600   △17.00

 今回修正予想（Ｂ）   29,000   500   500   200   5.70

 増減額（Ｂ－Ａ）   2,000   800   1,000   800   －

 増減率（％）   7.4  －  －  －   －

（ご参考）前期実績 

（平成21年３月期第２ 

四半期連結累計期間） 

  46,750   2,320   2,342   1,313   37.11

   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 

 前回発表予想（Ａ）   60,000   1,300   900   300   8.50

 今回修正予想（Ｂ）   62,000   2,300   2,100   1,300   37.06

 増減額（Ｂ－Ａ）   2,000   1,000   1,200   1,000   －

 増減率（％）   3.3   76.9   133.3   333.3   －

（ご参考）前期実績 

（平成21年３月期） 
  76,199   1,547   950   271   7.70

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



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１四半期連結会計期間末 
(平成21年６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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,374 5,587 

受取手形及び売掛金 11,225 10,054 

商品及び製品 2,226 2,322 

仕掛品 1,809 1,712 

原材料及び貯蔵品 3,725 4,194 

繰延税金資産 488 300 

その他 2,108 1,575 

流動資産合計 26,956 25,744 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 13,058 12,854 

機械装置及び運搬具 44,463 43,845 

工具、器具及び備品 6,425 6,158 

土地 3,378 3,368 

建設仮勘定 777 801 

その他 79 79 

減価償却累計額 △41,734 △40,732 

有形固定資産合計 26,445 26,372 

無形固定資産   

のれん 179 226 

その他 316 302 

無形固定資産合計 495 527 

投資その他の資産   

投資有価証券 4,062 3,500 

繰延税金資産 2,389 2,541 

その他 443 464 

投資その他の資産合計 6,894 6,505 

固定資産合計 33,835 33,405 

繰延資産 1 1 

資産合計 60,791 59,150 



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成21年６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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,976 8,207 

短期借入金 7,659 7,390 

未払金 1,663 1,120 

未払法人税等 469 212 

賞与引当金 989 664 

その他 928 936 

流動負債合計 19,684 18,529 

固定負債   

長期借入金 2,685 2,844 

退職給付引当金 6,383 6,283 

役員退職慰労引当金 202 232 

その他 118 129 

固定負債合計 9,388 9,488 

負債合計 29,072 28,017 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,481 3,481 

資本剰余金 3,031 3,031 

利益剰余金 25,971 26,209 

自己株式 △1,302 △1,268 

株主資本合計 31,182 31,453 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,268 936 

繰延ヘッジ損益 1 △2 

為替換算調整勘定 △2,376 △2,791 

評価・換算差額等合計 △1,106 △1,856 

少数株主持分 1,643 1,536 

純資産合計 31,719 31,133 

負債純資産合計 60,791 59,150 



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 22,637 14,187 

売上原価 19,821 12,527 

売上総利益 2,816 1,660 

販売費及び一般管理費 1,942 1,595 

営業利益 874 65 

営業外収益   

受取利息 8 3 

受取配当金 33 16 

為替差益 56 6 

その他 45 44 

営業外収益合計 143 69 

営業外費用   

支払利息 110 104 

その他 15 7 

営業外費用合計 125 111 

経常利益 892 23 

特別利益   

前期損益修正益 － 52 

固定資産売却益 － 12 

特別利益合計 － 65 

特別損失   

前期損益修正損 31 － 

固定資産除却損 － 0 

特別損失合計 31 0 

税金等調整前四半期純利益 861 88 

法人税、住民税及び事業税 625 386 

法人税等調整額 △189 △220 

法人税等合計 436 166 

少数株主利益 94 19 

四半期純利益 331 △97 



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30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 861 88 

減価償却費 1,083 1,075 

のれん償却額 46 45 

受取利息及び受取配当金 △41 △19 

支払利息 110 104 

売上債権の増減額（△は増加） △64 △958 

たな卸資産の増減額（△は増加） △133 826 

仕入債務の増減額（△は減少） 137 △475 

その他 619 220 

小計 2,618 906 

利息及び配当金の受取額 42 19 

利息の支払額 △113 △111 

法人税等の支払額 △762 △146 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,784 668 

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 △1,776 △588 

有形固定資産の売却による収入 － 12 

投資有価証券の取得による支出 △3 △3 

その他 △72 △14 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,851 △593 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 27 3,682 

短期借入金の返済による支出 △1,123 △3,637 

長期借入れによる収入 1,184 9 

長期借入金の返済による支出 △158 △280 

自己株式の取得による支出 △0 △34 

配当金の支払額 △284 △141 

少数株主への配当金の支払額 △4 △4 

財務活動によるキャッシュ・フロー △357 △405 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △199 117 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △623 △213 

現金及び現金同等物の期首残高 5,254 5,456 

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,631 5,243 



 該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日）において、自動車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金額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１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年6月30日）  

（注） １. 国又は地域は地理的近接度により区分しています。 

２. 本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次の通りです。 

(1) 北米・中南米・・・アメリカ・カナダ・メキシコ・ブラジル 

(2) その他・・・・・・アジア・ヨーロッパ地域  

    

当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年6月30日）  

（注） １. 国又は地域は地理的近接度により区分しています。 

２. 本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次の通りです。 

(1) 北米・中南米・・・アメリカ・カナダ・メキシコ・ブラジル 

(2) その他・・・・・・アジア・ヨーロッパ地域  

（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・中南米 
（百万円） 

その他の地域 
（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  
 12,893  5,399  4,345  22,637  －  22,637

(2) 

セグメント間

の内部売上高

又は振替高  

 7,294  1,329  739  9,363  △9,363  －

計  20,187  6,728  5,084  32,000  △9,363  22,637

営業利益  384  90  401  874  －  874

     
日本 

（百万円） 
北米・中南米 
（百万円） 

その他の地域 
（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  
 8,336  3,021  2,831  14,187  －  14,187

(2) 

セグメント間

の内部売上高

又は振替高  

 4,514  686  517  5,717  △5,717  －

計  12,850  3,707  3,348  19,905  △5,717  14,187

営業利益  198  △182  49  65  －  65



   

  

   

  

前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

 （注） １. 国又は地域は地理的近接度により区分しています。 

２. 各区分に属する国又は地域の内訳は次の通りです。 

(1) 北米・中南米・・・アメリカ・カナダ・メキシコ・ブラジル 

(2) その他・・・・・・アジア・ヨーロッパ地域 

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す。  

  

当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

 （注） １. 国又は地域は地理的近接度により区分しています。 

２. 各区分に属する国又は地域の内訳は次の通りです。 

(1) 北米・中南米・・・アメリカ・カナダ・メキシコ・ブラジル 

(2) その他・・・・・・アジア・ヨーロッパ地域 

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す。  

  

 該当事項はありません。 

   

〔海外売上高〕

  北米・中南米 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  5,436  5,416  10,852

Ⅱ 連結売上高（百万円） － －  22,637

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 24.0  23.9  47.9

  北米・中南米 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  3,032  3,017  6,049

Ⅱ 連結売上高（百万円） － －  14,187

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 21.4  21.3  42.6

（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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