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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 2,897 △45.7 △135 ― △97 ― △65 ―

21年3月期第1四半期 5,331 ― 528 ― 589 ― 372 ―

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 △3.15 ―

21年3月期第1四半期 18.11 ―

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 20,003 17,976 89.9 874.79
21年3月期 19,855 17,989 90.6 875.45

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  17,976百万円 21年3月期  17,989百万円

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3月期 ― 7.00 ― 3.00 10.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

3.00 ― 3.00 6.00

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  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

5,700 △45.8 △300 ― △200 ― △130 ― △6.33

通期 11,750 △32.4 △110 ― 150 △77.9 70 △22.2 3.41
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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） 

(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 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、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。業績の予想の前提となる条件等については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。 

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 20,559,500株 21年3月期  20,559,500株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  10,837株 21年3月期  10,837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 20,548,663株 21年3月期第1四半期 20,549,863株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、米国の金融危機に端を発した世界的な金融市場の混

乱から世界経済の減速による急激な円高、株価の下落などから企業収益及び雇用情勢が悪化したことで個
人消費が低迷し景気後退が鮮明になりました。  
 自動車業界におきましては自動車会社各社のかつてない在庫調整を含む大幅な減産により当社の受注環
境も非常に厳しい状況が続きました。 
このような状況の中、当グループでは急激な受注の減少に対応したな卸資産の圧縮や変動費、固定費の

徹底した経費削減活動を実施いたしました。しかしながら、大幅な受注の落ち込みにより総売上高は
2,897百万円（前年同期比△45.7％）、営業損失△135百万円（前年同期 営業利益528百万円）、経常損
失は△97百万円（前年同期 経常利益589百万円）、四半期純損失は△65百万円（前年同期 四半期純利
益372百万円）となりました。 

  
当第1四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであ

ります。 

 
  

①自動車部品製造 

自動車メーカー各社の生産台数の大幅な減産の影響を受け販売数が大きく落ち込んだことなどから

販売高は、2,743百万円となりました。（前年同期比△46.4％） 

②流通 

自動車メーカー各社の生産台数の大幅な減産に伴い扱い荷量が減少したことなどから、販売高は

153百万円となりました。（前年同期比△27.1％） 

  

  
（資産） 

流動資産は前連結会計年度末に比べ253百万円増加し、10,749百万円となりました。これは現金及び

預金が495百万円増加し受取手形及び売掛金が118百万円、商品及び製品が137百万円減少したことなど

によります。 

固定資産は前連結会計年度末に比べて104百万円減少し、9,254百万円となりました。これは有形固定

資産が108百万円減少したことなどによります。 

この結果、資産合計は前連結会計年度末に比べて0.7％増加し20,003百万円となりました。 

  

【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

事業の種類別セグメント 販売高（千円） 前年同四半期比（％）

自動車部品製造 2,743,342 △46.4%

流通 153,477 △27.1%

合計 2,896,819 △45.7%

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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（負債） 

流動負債は前連結会計年度末に比べ188百万円増加し、1,902百万円となりました。これはその他に含

まれる未払費用が237百万円増加したことなどによります。 

固定負債は前連結会計年度末に比べ26百万円減少し、126百万円となりました。これは役員退職慰労

引当金が23百万円減少したことなどによります。 

この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて8.7％増加し2,028百万円となりました。 

  
（純資産） 

純資産は前連結会計年度末に比べ14百万円減少し、17,976百万円となりました。これは利益剰余金が

126百万円減少し、為替換算調整勘定が113百万円増加したことなどによります。 

  

  
平成22年３月期の業績見通しにつきましては、本資料の公表時点では、平成21年４月28日に公表した業

績予想からの変更はありません。 
  
  

  

該当事項はありません。 
  

  
【簡便な会計処理】 

当第１四半期連結会計期間末の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出する方法によっております。 

  

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用】 

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

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：千円）

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 4,443,189 3,947,964

受取手形及び売掛金 3,103,079 3,220,592

商品及び製品 633,843 770,521

仕掛品 436,788 478,172

原材料及び貯蔵品 780,202 807,637

その他 1,358,503 1,277,499

貸倒引当金 △6,131 △6,005

流動資産合計 10,749,472 10,496,380

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,917,263 2,952,544

機械装置及び運搬具（純額） 1,996,581 2,106,865

土地 2,308,775 2,302,862

その他（純額） 160,239 128,141

有形固定資産合計 7,382,859 7,490,412

無形固定資産 33,050 34,803

投資その他の資産   

その他 1,866,690 1,861,569

貸倒引当金 △28,645 △28,545

投資その他の資産合計 1,838,044 1,833,024

固定資産合計 9,253,954 9,358,239

資産合計 20,003,426 19,854,619

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,200,081 1,187,628

未払法人税等 15,543 19,599

賞与引当金 13,861 30,629

その他 672,100 475,276

流動負債合計 1,901,585 1,713,132

固定負債   

退職給付引当金 43,493 46,520

役員退職慰労引当金 69,143 92,070

その他 13,409 13,574

固定負債合計 126,045 152,163

負債合計 2,027,631 1,865,296
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,018,648 3,018,648

資本剰余金 2,769,453 2,769,453

利益剰余金 12,859,626 12,986,049

自己株式 △5,576 △5,576

株主資本合計 18,642,150 18,768,572

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △119 △113

為替換算調整勘定 △666,236 △779,136

評価・換算差額等合計 △666,355 △779,249

純資産合計 17,975,795 17,989,324

負債純資産合計 20,003,426 19,854,619
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(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）

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 5,331,099 2,896,819

売上原価 4,359,250 2,691,598

売上総利益 971,849 205,221

販売費及び一般管理費   

報酬及び給料手当 155,960 120,773

賞与引当金繰入額 4,224 419

退職給付費用 11,718 12,205

役員退職慰労引当金繰入額 5,825 5,625

その他 266,428 200,935

販売費及び一般管理費合計 444,154 339,957

営業利益又は営業損失（△） 527,694 △134,736

営業外収益   

受取利息 1,746 1,791

受取配当金 3,120 1,440

持分法による投資利益 54,692 －

助成金収入 32,158 71,410

その他 31,137 39,464

営業外収益合計 122,854 114,104

営業外費用   

支払利息 842 －

固定資産除却損 51,481 238

持分法による投資損失 － 65,258

その他 8,922 10,469

営業外費用合計 61,245 75,965

経常利益又は経常損失（△） 589,303 △96,597

特別利益   

固定資産売却益 － 4,122

特別利益合計 － 4,122

特別損失   

過年度損益修正損 21,274 －

特別損失合計 21,274 －

税金等調整前四半期純利益 568,029 △92,476

法人税、住民税及び事業税 205,448 10,004

過年度法人税等 － △16,181

法人税等調整額 △9,636 △21,523

法人税等合計 195,812 △27,699

四半期純利益又は四半期純損失（△） 372,216 △64,777
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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）

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 568,029 △92,476

減価償却費 276,102 173,914

貸倒引当金の増減額（△は減少） 137 226

賞与引当金の増減額（△は減少） 26,633 △16,768

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △28,710 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 633 △3,026

前払年金費用の増減額（△は増加） △2,476 8,840

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △6,447 △22,927

受取利息及び受取配当金 △4,866 △3,231

支払利息 842 －

持分法による投資損益（△は益） △54,692 65,258

有形固定資産処分損益（△は益） 38,881 △3,247

売上債権の増減額（△は増加） 35,474 117,700

たな卸資産の増減額（△は増加） △113,345 215,174

仕入債務の増減額（△は減少） △317,076 11,036

その他 505,593 203,309

小計 924,711 653,784

利息及び配当金の受取額 10,082 2,843

利息の支払額 △842 －

法人税等の支払額 △117,876 △12,158

営業活動によるキャッシュ・フロー 816,075 644,469

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 △151,913 △79,817

有形固定資産の売却による収入 2,950 4,122

無形固定資産の取得による支出 △1,868 －

その他 △1,379 1,225

投資活動によるキャッシュ・フロー △152,210 △74,470

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △164,399 △61,646

財務活動によるキャッシュ・フロー △164,399 △61,646

現金及び現金同等物に係る換算差額 △18,834 15,578

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 480,633 523,931

現金及び現金同等物の期首残高 3,508,648 4,987,321

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,989,281 5,511,251
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該当事項なし 

  

１ 事業の種類別セグメント情報 

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) 

当社グループは自動車用エンジン部品を主体とする動弁系部品メーカーであり、エンジン用部品部門

における売上高、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、記載を省略しております。 

  

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 事業の区分は内部管理上採用している区分によっております。 

   2 各区分の主な製品 

   (1)自動車部品製造・・・エンジンバルブ製造 

   (2)流通・・・・・・・・運輸、物流 

  

２ 所在地別セグメント情報 

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) 

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、記載を省略してお

ります。 
  
  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

自動車部品
製造 

（千円）

流通
（千円）

計
（千円）

消去又は全社 
（千円）

連結
（千円）

売上高

（1）外部顧客に対する 
   売上高 2,743,342 153,477 2,896,819 ― 2,896,819

（2）セグメント間の 
     内部売上高又は 
     振替高

615 90,281 90,896 △ 90,896 ―

計 2,743,957 243,758 2,987,715 △ 90,896 2,896,819

営業利益又は営業損失（△） △ 142,728 △ 20,910 △ 163,638 28,902 △ 134,736
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３ 海外売上高 

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) 

 
  

 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) 

  該当事項はありません。 

  

 

北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円） 351,872 243,472 595,344

Ⅱ 連結売上高（千円） - - 5,331,099

Ⅲ 連結売上高に占める 
     海外売上高の割合（％） 6.6 4.6 11.2

(注)１ 国又は地域の区分は、地理的な近接度によっております。

  ２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域

 (１)北米………………米国

 (２)その他の地域……英国、タイ、韓国、台湾、中国他

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。

 

北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円） 318,049 115,660 433,709

Ⅱ 連結売上高（千円） - - 2,896,819

Ⅲ 連結売上高に占める 
     海外売上高の割合（％） 11.0 4.0 15.0

(注)１ 国又は地域の区分は、地理的な近接度によっております。

  ２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域

 (１)北米………………米国

 (２)その他の地域……英国、タイ、韓国、台湾、中国、インド他

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。

(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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