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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 25,009 △31.2 △1,442 ― △1,256 ― △1,228 ―

21年3月期第1四半期 36,350 ― 1,566 ― 1,552 ― 993 ―

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 △47.82 ―

21年3月期第1四半期 38.67 34.59

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 108,177 38,088 30.0 1,264.74
21年3月期 108,710 38,671 30.2 1,279.04

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  32,494百万円 21年3月期  32,862百万円

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 ― 10.00 ― 5.00 15.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

5.00 ― 5.00 10.00

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

49,000 △34.1 △2,900 ― △2,700 ― △2,300 ― △89.52

通期 107,000 △21.8 △2,000 ― △1,700 ― △1,800 ― △70.06
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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．その他をご覧下さい。 

(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 

上記に記載した予想数値は、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ます。実際の業績は、今後様々な要因によって
予想数値と異なる結果となる可能性があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 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 25,750,830株 21年3月期  25,750,830株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  58,094株 21年3月期  58,088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 25,692,740株 21年3月期第1四半期 25,692,857株
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当第１四半期連結累計期間における当社グループを取り巻く経済環境は、世界経済は 悪期を脱し、在

庫一巡による生産の持ち直し等、景気はやや明るさを取り戻したものの、設備余剰が解消されない中、企

業の設備投資は低水準に留まり、個人消費も雇用環境が依然厳しいなかで総じて低調に推移するなど、先

行きは未だ不透明なままであります。 

自動車業界においては、日本では景気対策効果もあり環境対応車を中心とした販売回復、また一部先進

国市場においても経済対策による需要喚起効果がありますが、比較的販売が堅調な新興国市場を除けば、

依然、前年同期と比べて総販売台数は大きく落ち込んでおります。また、米国では、政府支援を受けた自

動車メーカーの新たな事業戦略により、提携関係や取引関係にあった日系メーカーが北米戦略の見直しを

迫られることとなりました。 

このような環境のもと、当第１四半期連結累計期間において当社グループは、これまで培った技術力と

グローバル展開を活かし、主力得意先の新型車部品及び新規部品の受注拡大を図るとともに新規顧客の獲

得に努めてまいりました。また、将来に向けた技術蓄積や客先への技術提案の強化、取引先拡大に向けた

新組織を立ち上げたことを始め、主力得意先の小型車戦略に対応すべく低コスト部品をグループ内で相互

に補い合える仕組みづくりを構築しております。さらには、現在の経営環境を勝ち残るため、主要取引先

とも共同で利益創出の取り組みを進めております。 

このような結果、当第１四半期連結累計期間における経営成績は、前年同期に比べ主力得意先の自動車

生産台数が一部の地域を除き大きく落ち込んだことなどにより、売上高250億９百万円(前年同期比31.2％

減)、営業損失14億42百万円(前年同期は営業利益15億66百万円)、経常損失12億56百万円(前年同期は経常

利益15億52百万円)、四半期純損失12億28百万円(前年同期は四半期純利益９億93百万円)となりました。 

所在地別セグメント状況につきましては、日本、北米においては自動車生産台数の回復が鈍い中、設備

投資の見直しや諸費用の削減に努めたものの、日本では売上高102億58百万円(前年同期比29.8％減)、営

業損失11億66百万円(前年同期は営業損失１億19百万円)、北米では売上高95億33百万円(前年同期比

38.2％減)、営業損失３億38百万円(前年同期は営業利益３億56百万円)となりました。アジアにおいて

は、特にタイにおける政局混迷と同国への世界的景気後退の波及に伴う内外需減少が大きく影響し、売上

高68億64百万円(前年同期比16.2％減)、営業損失64百万円(前年同期は営業利益12億65百万円)となりまし

た。 

  
  

当第１四半期連結会計期間末における連結財政状態は、資産合計は、株価上昇により投資その他の資

産が増加した一方で、受取手形及び売掛金の減少など流動資産が減少したことにより、1,081億77百万

円(前連結会計年度末比５億33百万円減)となりました。 

純資産は、評価・換算差額等のマイナスが縮小したものの、四半期純損失の計上により380億88百万

円(同５億82百万円減)、自己資本比率は30.0％(同0.2ポイントのマイナス)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、有形固定資産の取

得や長期借入金の返済などによる資金の減少がありましたが、売上債権の減少や長期借入れによる収入

などの資金の増加によって78億69百万円(前年同期比52億66百万円増)となりました。 

(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、税金等調整前四半期純損失やたな卸資産の増加などによる資金

の減少がありましたが、減価償却費、売上債権の減少及び仕入債務の増加などにより前年同期と比

べ12億40百万円(32.1％)増加の51億５百万円となりました。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果支出した資金は、有形固定資産の取得などにより前年同期と比べ10億２百万円

(37.5％)増加の36億78百万円となりました。 

・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

(1) 財政状態の分析

(2) キャッシュ・フローの状況
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(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動の結果支出した資金は、長期借入金の返済や社債の償還等がありましたが、短期借入金

の増加や長期借入れによる収入などにより前年同期と比べ17億42百万円(84.6％)減少の３億17百万

円となりました。 

  
  

今後の見通しにつきましては、自動車需要が農村部にまで広がりつつある中国や需要回復局面にあるイ

ンドなど新興国市場では比較的堅調な生産が見込まれ、日本をはじめ一部先進国においても景気対策によ

る需要の持ち直しが期待されますが、当面は生産台数が前年割れを続け、加えて、より一層小型車への需

要シフトが進むものと予想しております。 

 このような環境認識のもと、業績につきましては、概ね当初予定通り推移しており、平成21年４月28日

発表の業績予想に関して変更はございません。 

  
  
  

該当事項はありません。 

  

1) 固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、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

する方法によっております。 

2) 税金費用の計算 

当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する方法を採用しております。 

 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。 

  
  

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 8,169 6,853

受取手形及び売掛金 13,680 16,795

たな卸資産 10,581 10,135

繰延税金資産 254 255

その他 2,875 2,549

流動資産合計 35,560 36,589

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 17,054 17,071

機械装置及び運搬具（純額） 27,344 27,894

工具、器具及び備品（純額） 11,645 12,239

土地 4,594 4,580

建設仮勘定 6,895 5,857

有形固定資産合計 67,534 67,643

無形固定資産   

ソフトウエア 306 306

その他 23 23

無形固定資産合計 329 329

投資その他の資産   

投資有価証券 4,132 3,568

長期貸付金 118 108

その他 672 562

貸倒引当金 △172 △90

投資その他の資産合計 4,751 4,148

固定資産合計 72,616 72,120

資産合計 108,177 108,710
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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 13,875 13,412

短期借入金 16,373 16,342

1年内償還予定の社債 300 300

1年内返済予定の長期借入金 4,974 5,614

未払金 1,844 1,574

未払法人税等 302 290

賞与引当金 496 985

設備関係支払手形 772 1,054

その他 3,088 2,762

流動負債合計 42,028 42,337

固定負債   

社債 700 850

転換社債型新株予約権付社債 5,000 5,000

長期借入金 14,449 13,798

繰延税金負債 1,732 1,609

退職給付引当金 2,998 2,957

役員退職慰労引当金 321 343

債務保証損失引当金 398 351

負ののれん 1,747 1,996

その他 712 794

固定負債合計 28,059 27,701

負債合計 70,088 70,039

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,240 3,240

資本剰余金 12,237 12,237

利益剰余金 19,880 21,237

自己株式 △36 △36

株主資本合計 35,321 36,678

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 200 △101

為替換算調整勘定 △3,027 △3,714

評価・換算差額等合計 △2,826 △3,816

少数株主持分 5,593 5,808

純資産合計 38,088 38,671

負債純資産合計 108,177 108,710
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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 36,350 25,009

売上原価 31,843 24,154

売上総利益 4,506 855

販売費及び一般管理費 2,940 2,298

営業利益又は営業損失（△） 1,566 △1,442

営業外収益   

受取利息及び配当金 27 23

負ののれん償却額 249 249

持分法による投資利益 36 －

為替差益 － 102

その他 49 64

営業外収益合計 363 440

営業外費用   

支払利息 306 236

その他 71 17

営業外費用合計 377 253

経常利益又は経常損失（△） 1,552 △1,256

特別利益   

固定資産売却益 8 0

特別利益合計 8 0

特別損失   

固定資産売却損 24 0

固定資産廃棄損 136 1

貸倒引当金繰入額 － 70

特別損失合計 161 72

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

1,399 △1,327

法人税等 278 28

少数株主利益又は少数株主損失（△） 127 △128

四半期純利益又は四半期純損失（△） 993 △1,228
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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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

1,399 △1,327

減価償却費 4,367 3,958

負ののれん償却額 △249 △249

賞与引当金の増減額（△は減少） △577 △490

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △31 △22

退職給付引当金の増減額（△は減少） 72 45

受取利息及び受取配当金 △27 △23

支払利息 306 236

持分法による投資損益（△は益） △36 －

固定資産売却損益（△は益） 16 0

固定資産廃棄損 136 1

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） － 47

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 81

売上債権の増減額（△は増加） △448 3,439

たな卸資産の増減額（△は増加） △254 △438

仕入債務の増減額（△は減少） △1,019 269

その他 647 △123

小計 4,299 5,404

利息及び配当金の受取額 27 23

利息の支払額 △305 △235

法人税等の支払額 △156 △86

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,865 5,105

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 △3,206 △3,664

有形固定資産の売却による収入 188 2

無形固定資産の取得による支出 △16 △14

投資有価証券の取得による支出 △3 △3

その他 361 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,676 △3,678

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） △1,292 173

長期借入れによる収入 1,351 1,981

長期借入金の返済による支出 △1,748 △2,195

社債の償還による支出 △50 △150

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △321 △128

その他 0 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,060 △317

現金及び現金同等物に係る換算差額 △278 207

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,149 1,315

現金及び現金同等物の期首残高 3,752 6,553

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,603 7,869
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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) 

  

自動車部品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。

  

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) 

  

自動車部品事業の売上高及び営業損失の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業損失の合計額

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おります。 

 ２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

    北米・・・アメリカ、カナダ    アジア・・・中国、タイ、インド 

  

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国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

    北米・・・アメリカ、カナダ    アジア・・・中国、タイ、インド 

  

  

(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
（百万円）

アジア
（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

12,742 15,422 8,185 36,350 ― 36,350

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,880 ― 7 1,888 (1,888) ―

計 14,622 15,422 8,192 38,238 (1,888) 36,350

営業利益又は営業損失(△) △119 356 1,265 1,501 64 1,566

日本
（百万円）

北米
（百万円）

アジア
（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

8,613 9,533 6,862 25,009 ― 25,009

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,645 ― 1 1,646 (1,646) ―

計 10,258 9,533 6,864 26,656 (1,646) 25,009

営業利益又は営業損失(△) △1,166 △338 △64 △1,570 127 △1,442
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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．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

 (1) 北米・・・・アメリカ、カナダ 

 (2) アジア・・・中国、タイ、インド 

 (3) 欧州・・・・イギリス 

 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．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

 (1) 北米・・・・アメリカ、カナダ 

 (2) アジア・・・中国、タイ、インド 

 (3) 欧州・・・・イギリス 

 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。 

  

  

  

該当事項はありません。 

  

  

【海外売上高】

北米 アジア 欧州 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 15,422 8,157 210 23,790

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― 36,350

Ⅲ 海外売上高の連結売上高
に占める割合(％)

42.4 22.4 0.6 65.4

北米 アジア 欧州 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 9,533 6,863 12 16,409

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― 25,009

Ⅲ 海外売上高の連結売上高
に占める割合(％)

38.1 27.4 0.0 65.6

(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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