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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 75,571 △44.1 1,867 △78.0 1,339 △84.0 456 △94.0
21年3月期第1四半期 135,275 ― 8,484 ― 8,363 ― 7,608 ―

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 2.92 ―
21年3月期第1四半期 48.68 48.67

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 218,108 136,890 62.8 875.57
21年3月期 222,897 137,114 61.5 877.17

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  136,890百万円 21年3月期  137,114百万円

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  
現時点での平成22年3月期の配当予想については未定であります。 

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 ― 4.50 ― 4.50 9.00
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  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 156,000 △42.5 △2,700 △116.9 △4,800 △130.6 △4,800 △140.7 △30.71

通期 387,000 △16.9 10,800 △48.2 7,300 △63.2 200 △98.1 1.28
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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） 

(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.平成22年3月期の配当予想については、今後の業績動向を見極めつつ提案したいと考えております。配当予想額の開示が可能になった時点で速やかに
開示を行うものといたします。 
2.．本資料に掲載されている業績見通し等の将来に関する記述は、現時点で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。なお、上記の業績予想に関する事項につきましては、３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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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 157,239,691株 21年3月期  157,239,691株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  895,808株 21年3月期  924,535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 156,322,132株 21年3月期第1四半期 156,299,782株
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当第１四半期のわが国経済は、昨年来の世界同時不況から脱しきれず、設備投資の減少、雇用情勢の悪
化など、景気は依然として先行き不透明な状況で推移いたしました。  
このような経済情勢の下、当社が日産自動車株式会社から受注しております自動車は、本年５月に発売

した「ＮＶ２００バネット」が加わったものの、輸出向け「ピックアップ」や「パトロール」の減少など
により、売上台数は前年同期と比べ46.4％減少の43,415台、売上高も44.1％減少の755億円となりまし
た。営業利益は売上高の減少により、78.0％減少の18億円、経常利益も84.0％減少の13億円となりまし
た。また、四半期純利益は、前第１四半期に計上したリース会計基準の適用に伴う特別利益47億円の影響
などにより、前年同期と比べ94.0％減少の4億円となりました。 

  

(資産） 
 流動資産は、前連結会計年度末と比べ52億円減少の1,164億円となりました。これは主に、預け金が40
億円減少したことによるものです。 
 固定資産は、前連結会計年度末と比べ4億円増加の1,017億円となりました。 
 この結果、総資産は前連結会計年度末と比べ47億円減少の2,181億円となりました。 

  

（負債） 
 流動負債は、前連結会計年度末と比べ40億円減少の712億円となりました。これは主に、連結子会社の
厚生年金基金脱退に伴う拠出金の支払による未払費用の減少21億円、設備代金の支払による未払金の減少
26億円によるものです。 
 固定負債は、前連結会計年度末と比べ4億円減少の99億円となりました。これは主に、リース債務が5億
円減少したことによるものです。 
 この結果、負債合計は前連結会計年度末と比べ45億円減少の812億円となりました。 
  
（純資産） 

 純資産合計は、前連結会計年度末と比べ2億円減少の1,368億円となりました。これは主に、剰余金の配
当による減少7億円、四半期純利益の計上による増加4億円によるものです。 
  

当第１四半期の業績につきましては、比較的堅調に推移いたしましたが、今後の業績につきましては先
行き不透明なため、平成21年5月12日の決算発表時の予想を変更しておりません。 
 なお、今後の動向により業績に影響を及ぼす場合には、開示基準に従って速やかに開示いたします。 

  
  

該当事項はありません。 
  

（簡便な会計処理） 
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、又は、一時差異
等の発生状況に著しい変化が認められた場合には、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・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用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） 

税金費用の計算 
 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む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。 

  

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

(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 1,425 1,187

受取手形及び売掛金 47,318 49,529

商品及び製品 0 －

仕掛品 4,685 4,482

原材料及び貯蔵品 2,216 1,999

預け金 54,806 58,868

その他 5,972 5,618

貸倒引当金 △21 △9

流動資産合計 116,404 121,677

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 20,541 20,812

機械装置及び運搬具（純額） 22,589 23,636

工具、器具及び備品（純額） 16,782 18,203

土地 18,394 18,394

建設仮勘定 18,958 15,658

有形固定資産合計 97,266 96,705

無形固定資産 1,855 1,896

投資その他の資産 2,581 2,618

固定資産合計 101,703 101,220

資産合計 218,108 222,897
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（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 38,263 38,656

未払法人税等 1,008 2,736

製品保証引当金 698 748

その他 31,311 33,211

流動負債合計 71,282 75,353

固定負債   

製品保証引当金 964 1,087

退職給付引当金 5,756 5,505

役員退職慰労引当金 68 103

その他 3,145 3,732

固定負債合計 9,935 10,429

負債合計 81,218 85,782

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,904 7,904

資本剰余金 8,517 8,510

利益剰余金 120,946 121,193

自己株式 △477 △493

株主資本合計 136,890 137,116

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △0 △1

評価・換算差額等合計 △0 △1

純資産合計 136,890 137,114

負債純資産合計 218,108 222,897
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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：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 135,275 75,571

売上原価 124,666 71,955

売上総利益 10,608 3,616

販売費及び一般管理費 2,124 1,749

営業利益 8,484 1,867

営業外収益   

受取利息 112 160

固定資産賃貸料 61 51

その他 31 18

営業外収益合計 205 229

営業外費用   

支払利息 28 24

退職給付会計基準変更時差異の処理額 187 187

子会社開業準備費用 62 509

その他 48 36

営業外費用合計 326 758

経常利益 8,363 1,339

特別利益   

リース会計基準の適用に伴う影響額 4,736 －

固定資産売却益 － 3

その他 4 －

特別利益合計 4,740 3

特別損失   

固定資産除却損 18 0

退職特別加算金 165 －

特別損失合計 183 0

税金等調整前四半期純利益 12,920 1,341

法人税等 5,312 885

四半期純利益 7,608 456
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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）

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 12,920 1,341

減価償却費 3,930 4,034

退職給付引当金の増減額（△は減少） 115 251

受取利息及び受取配当金 △114 △161

支払利息 28 24

リース会計基準の適用に伴う影響額 △4,736 －

固定資産売却損益（△は益） △0 △3

固定資産除却損 18 0

売上債権の増減額（△は増加） 21,637 2,210

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,067 △420

仕入債務の増減額（△は減少） △15,766 △393

その他 △2,492 △1,736

小計 14,472 5,148

利息及び配当金の受取額 114 167

利息の支払額 △35 △31

法人税等の支払額 △9,936 △2,657

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,615 2,626

投資活動によるキャッシュ・フロー   

固定資産の取得による支出 △2,604 △4,532

固定資産の売却による収入 5 8

貸付けによる支出 － △43

貸付金の回収による収入 6 6

その他 1 53

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,591 △4,507

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △781 △703

自己株式の取得による支出 △0 △0

ストックオプションの行使による収入 24 11

リース債務の返済による支出 △1,222 △1,249

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,979 △1,942

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 44 △3,823

現金及び現金同等物の期首残高 53,935 60,055

現金及び現金同等物の四半期末残高 53,979 56,232
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 

 
6. その他の情報 
連結製品別売上高 

前年同四半期 

平成 21 年３月期 

第１四半期 

当四半期 

平成 22 年３月期 

第１四半期 

増  減 

 

区 分 

台 数 金 額 台 数 金 額 台 数 金 額  

 

乗   用   車 

台 

36,713 

百万円

68,449

台

22,669

百万円

39,335

台

△14,044

百万円 

△29,114 

商   用   車 38,335 46,646 18,339 23,990 △19,996 △22,656 

小 型 バ ス 5,892 10,961 2,407 4,736 △3,485 △6,225 

部品売上･ その他 － 9,217 － 7,510 － △1,707 

計 80,940 135,275 43,415 75,571 △37,525 △59,703 
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