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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） 

※前年第１四半期より「四半期財務諸表に関する会計基準」等に基づき四半期連結財務諸表を作成しているため、前四半期の対前年同四半期増減率は
記載しておりません。 

(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 11,749 △26.7 573 △61.0 674 △50.7 393 △53.2

21年3月期第1四半期 16,029 ― 1,468 ― 1,368 ― 840 ―

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 49.10 ―

21年3月期第1四半期 115.45 ―

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 63,892 23,504 29.2 2,330.40
21年3月期 59,457 21,806 29.3 2,177.02

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  18,674百万円 21年3月期  17,445百万円

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 ― 15.00 ― 15.00 30.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

10.00 ― 10.00 20.00

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

21,900 △35.2 △430 ― △600 ― △1,040 ― △129.78

通期 47,800 △27.5 230 △94.6 △100 ― △1,200 ― △149.75
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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  
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） 

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） 

※当社は平成20年７月１日にて、普通株式１株を1.2株とする株式分割を行っております。 

※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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
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。 

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 有

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 8,737,200株 21年3月期  8,737,200株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  723,782株 21年3月期  723,662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 8,013,418株 21年3月期第1四半期 7,278,600株
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当第１四半期における国内外の経済情勢は、金融危機による世界的な景気後退が進み、依然として企業
収益及び設備投資の低迷や雇用情勢の悪化が続くなど、先行き不透明な状況で推移いたしました。 
自動車業界におきましては、国内ではエコカー減税等によりハイブリッド車などの環境対応車等の生

産、販売が堅調に推移いたしましたが、全体としては国内販売の冷え込みは続き、海外輸出も落ち込んだ
ことから国内生産は低迷いたしました。海外におきましても、アジアや中南米の販売は持ち直しの動きが
見られましたが、北米等の主要市場で販売不振が続き、海外生産は総じて低迷いたしました。 
このような状況のもと当社グループは、新型車に係る受注部品の量産立ち上げに注力するとともに、自

動車市場の低迷に伴う大幅な受注減に対応するべく、引き続き原価低減活動、合理化、経費削減等に取り
組み、国内外で収益体質の再構築を図ってまいりました。 
当第１四半期連結会計期間の業績につきましては、国内及び北米を中心に車体部品の売上が大幅に減少

したことなどにより、売上高は11,749百万円(前年同期比26.7％減)、営業利益は573百万円(前年同期比
61.0％減)、経常利益は674百万円(前年同期比50.7％減)、四半期純利益は393百万円(前年同期比53.2％
減)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 
国内におきましては、主要得意先の生産減少により車体部品の売上が大幅減となりましたほか、海外向

け金型・治工具等設備の販売及び試作売上等も減少し、売上高5,864百万円(前年同期比34.9％減)、営業
利益53百万円(前年同期比91.8％減)となりました。 
②北米 
北米におきましては、自動車販売の低迷に伴い車体部品の売上が大幅に落ち込み、また、為替換算の影

響もあり、売上高897百万円(前年同期比48.5％減)、営業利益28百万円(前年同期比84.9％減)となりまし
た。  
③アジア 
アジアにおきましては、中国における車体部品の売上が減少したことなどにより、売上高は3,460百万

円(前年同期比12.1％減)となり、営業利益は179百万円(前年同期比61.2％減)となりました。 
④中南米 
中南米におきましては、ブラジルにおける車体部品の売上は増加傾向で推移し、金型設備の販売もあり

ましたものの、為替換算の影響により売上高は1,605百万円(前年同期比3.4％増)となり、営業利益は215
百万円(前年同期比71.6％増)となりました。  

  

当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末より4,435百万円増加し、63,892
百万円となりました。これは主に、国内における埼玉工場の建物取得や中国における新型車受注部品生産
用設備及び生産能力増強用設備の取得などによるものであります。 
負債合計は、前連結会計年度末より2,737百万円増加し、40,388百万円となりました。これは主に、完

成した埼玉工場の建設や新規車種投資等に対応するための長期及び短期借入れを実施したことなどによる
ものであります。 
純資産合計は、為替換算調整勘定などにより前連結会計年度末より1,697百万円増加し、23,504百万円

となりました。 
  
当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度

末より949百万円減少し、1,956百万円となりました。  
当第１四半期連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりでありま

す。 
 (営業活動によるキャッシュ・フロー) 
営業活動の結果得られた資金は、2,557百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益

が670百万円、有形固定資産等の減価償却費1,882百万円、未払金の増加額848百万円、売上債権の増加額
△589百万円、たな卸資産の減少額517百万円、前受金の減少額△452百万円などによるものであります。 
 (投資活動によるキャッシュ・フロー) 
投資活動の結果使用した資金は、4,603百万円となりました。これは主に、国内外の新規車種生産用設

備の取得、国内の生産体質改革を目的とした埼玉工場の建設投資、中国における新型車受注部品生産用設
備及び生産能力増強のための機械設備の取得等、有形固定資産の取得による支出△4,572百万円などによ
るものであります。 
 (財務活動によるキャッシュ・フロー) 
財務活動の結果調達した資金は、985百万円となりました。これは主に、長期借入れによる収入2,500百

万円、長期借入金の返済による支出△1,229百万円などによるものであります。 
  

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
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今後の見通しにつきましては、国内では企業の生産活動や設備投資は極めて低い水準にあり、海外にお
いては一部で在庫調整の一巡による生産回復が見込まれるものの、世界的な不況により自動車市場は大変
厳しい状況が続くものと考えられます。 
当社グループは、引き続きコスト削減、合理化等を徹底推進し、国内外で収益体質の再構築を図ってま

いります。 
平成22年３月期の業績予想につきましては、現段階では平成21年４月28日に公表いたしました業績予想

に変更はございません。 
  
  

該当事項はありません。 
  

 (たな卸資産の評価方法) 
当四半期会計期間末におけるたな卸高の算出に関して、実地たな卸を省略し前連結会計年度末に係る

実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算出しております。 
  

 (在外子会社の収益及び費用の換算方法の変更) 
前連結会計年度の第２四半期連結会計期間より、在外子会社の収益及び費用の換算方法について当該

子会社の決算日の直物為替相場による換算方法から期中平均為替相場により換算する方法に変更したた
め、前第１四半期連結会計期間と当第１四半期連結会計期間で在外子会社の収益及び費用の換算方法が
異なっております。 
 なお、前第１四半期連結会計期間に変更後の換算方法を適用した場合、当該期間の売上高、営業利
益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 
 また、セグメント情報に与える影響も軽微であります。 

  

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 2,824,519 3,714,730

受取手形及び売掛金 6,491,668 5,588,573

製品 219,021 252,871

仕掛品 1,669,474 2,040,379

原材料 781,859 759,595

貯蔵品 202,597 190,634

その他 2,294,032 1,950,098

流動資産合計 14,483,173 14,496,884

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 14,485,025 8,312,145

機械装置及び運搬具（純額） 10,878,052 10,512,621

工具器具及び備品（純額） 4,204,382 3,851,675

土地 7,280,834 7,271,941

建設仮勘定 4,532,816 7,378,712

有形固定資産合計 41,381,112 37,327,097

無形固定資産 453,302 435,963

投資その他の資産   

投資有価証券 6,663,101 6,075,568

その他 911,975 1,121,993

投資その他の資産合計 7,575,076 7,197,562

固定資産合計 49,409,490 44,960,622

資産合計 63,892,664 59,457,506

負債の部   

流動負債   

買掛金 4,245,954 3,719,141

短期借入金 13,244,348 12,733,730

1年内返済予定の長期借入金 4,143,717 4,192,962

未払法人税等 47,653 －

賞与引当金 390,115 596,538

役員賞与引当金 3,750 17,500

損害補償損失引当金 55,000 55,000

その他 3,950,616 3,393,576

流動負債合計 26,081,155 24,708,449

固定負債   

長期借入金 12,501,437 11,037,555

退職給付引当金 703,198 691,935

役員退職慰労引当金 377,218 370,562

その他 725,473 842,232

固定負債合計 14,307,327 12,942,286

負債合計 40,388,483 37,650,735
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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 1,531,708 1,531,708

資本剰余金 1,620,525 1,620,525

利益剰余金 17,933,234 17,659,961

自己株式 △1,059,760 △1,059,666

株主資本合計 20,025,707 19,752,527

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,003,203 791,440

為替換算調整勘定 △2,354,429 △3,098,309

評価・換算差額等合計 △1,351,226 △2,306,868

少数株主持分 4,829,700 4,361,112

純資産合計 23,504,181 21,806,771

負債純資産合計 63,892,664 59,457,506
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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 16,029,051 11,749,708

売上原価 13,421,050 10,279,482

売上総利益 2,608,000 1,470,225

販売費及び一般管理費 1,139,645 897,074

営業利益 1,468,354 573,151

営業外収益   

受取利息 15,438 8,654

受取配当金 24,837 9,037

持分法による投資利益 208,258 44,789

為替差益 － 96,229

その他 43,913 83,162

営業外収益合計 292,447 241,874

営業外費用   

支払利息 153,574 140,062

為替差損 237,362 0

その他 1,167 556

営業外費用合計 392,104 140,619

経常利益 1,368,697 674,406

特別利益   

固定資産売却益 2,513 1,483

特別利益合計 2,513 1,483

特別損失   

固定資産売却損 945 －

固定資産除却損 1,903 －

早期割増退職金 － 5,271

特別損失合計 2,849 5,271

税金等調整前四半期純利益 1,368,362 670,618

法人税、住民税及び事業税 439,684 115,407

法人税等調整額 △7,404 42,599

法人税等合計 432,280 158,007

少数株主利益 95,768 119,135

四半期純利益 840,313 393,476
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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 1,368,362 670,618

減価償却費 1,698,186 1,882,315

退職給付引当金の増減額（△は減少） 49,654 11,262

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △40,858 6,656

賞与引当金の増減額（△は減少） 292,914 △216,355

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △27,500 △13,750

受取利息及び受取配当金 △40,275 △17,691

支払利息 153,574 140,062

持分法による投資損益（△は益） △208,258 △44,789

持分法適用会社への未実現利益調整額 △3,305 △97,537

固定資産売却損益（△は益） △1,568 △1,483

固定資産除却損 1,903 －

売上債権の増減額（△は増加） △879,605 △589,392

たな卸資産の増減額（△は増加） △714,338 517,009

仕入債務の増減額（△は減少） 1,049,341 288,776

未払消費税等の増減額（△は減少） 60,960 △247,642

前受金の増減額（△は減少） 114,013 △452,454

未払金の増減額（△は減少） 242,238 848,960

その他 △93,530 33,879

小計 3,021,909 2,718,444

利息及び配当金の受取額 51,195 33,446

利息の支払額 △139,866 △142,772

法人税等の支払額 △592,372 △52,034

国庫補助金等の受取額 74,183 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,415,048 2,557,083

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 △3,519,101 △4,572,493

有形固定資産の売却による収入 906,758 1,548

無形固定資産の取得による支出 △813 △134

投資有価証券の取得による支出 △4,200 △4,200

その他 △15,996 △28,242

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,633,353 △4,603,521
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(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) 

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） △973,185 57,723

長期借入れによる収入 2,599,822 2,500,000

長期借入金の返済による支出 △791,343 △1,229,886

割賦債務及びファイナンス・リース債務の返済に
よる支出

△142,237 △221,657

自己株式の取得による支出 － △93

配当金の支払額 △98,948 △112,294

少数株主への配当金の支払額 △9,036 △8,164

財務活動によるキャッシュ・フロー 585,071 985,626

現金及び現金同等物に係る換算差額 △195,177 111,770

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 171,589 △949,040

現金及び現金同等物の期首残高 2,148,024 2,905,080

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △141,910 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,177,703 1,956,039
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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。 

  

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、当連結グループは、車体プレス部品、厚

物精密プレス部品等の輸送用機器部品の製造・販売を主な事業としている専門メーカーでありますので、

当該事業以外に開示基準に該当するセグメントがありません。この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おります。  

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は、次のとおりであります。 

     (1) 北米地域  …… 米国  

     (2) アジア地域 …… 中国  

     (3) 中南米地域 …… ブラジル 

  

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おります。  

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は、次のとおりであります。 

     (1) 北米地域  ……… 米国 

     (2) アジア地域 ……… 中国 

     (3) 中南米地域 ……… ブラジル  

  

(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 
(千円)

北米地域
(千円)

アジア地域
(千円)

中南米地域
(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

8,795,330 1,742,889 3,938,050 1,552,780 16,029,051 ― 16,029,051

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

212,336 ― ― ― 212,336 (212,336) ―

計 9,007,667 1,742,889 3,938,050 1,552,780 16,241,387 (212,336) 16,029,051

営業利益 645,653 187,650 463,753 125,635 1,422,692 (△45,662) 1,468,354

日本 
(千円)

北米地域
(千円)

アジア地域
(千円)

中南米地域
(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

5,786,646 897,498 3,460,098 1,605,465 11,749,708 ― 11,749,708

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

77,512 ― ― ― 77,512 (77,512) ―

計 5,864,158 897,498 3,460,098 1,605,465 11,827,221 (77,512) 11,749,708

営業利益 53,123 28,271 179,943 215,623 476,961 (△96,189) 573,151
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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おります。  

２．各区分に属する地域の内訳は、次のとおりであります。 

     (1) 北米地域  ……… 米国、カナダ  

     (2) アジア地域 ……… 中国、マレーシア、韓国、インド  

     (3) 中南米地域 ……… ブラジル  

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。 

  

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おります。  

２．各区分に属する地域の内訳は、次のとおりであります。 

     (1) 北米地域  ……… 米国、カナダ  

     (2) アジア地域 ……… 中国、マレーシア、インド  

     (3) 中南米地域 ……… ブラジル  

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。 

  

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。 
  

【海外売上高】

北米地域 アジア地域 中南米地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 2,714,377 4,144,318 2,283,840 9,142,535

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― 16,029,051

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

16.9 25.9 14.2 57.0

北米地域 アジア地域 中南米地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 2,030,452 3,490,516 1,925,753 7,446,722

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― 11,749,708

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

17.3 29.7 16.4 63.4

(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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