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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 14,083 △42.5 △400 ― △348 ― △342 ―

21年3月期第1四半期 24,526 ― 755 ― 773 ― 502 ―

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 △18.82 ―

21年3月期第1四半期 29.18 ―

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 49,162 17,974 35.3 954.19
21年3月期 47,075 17,181 35.1 910.08

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  17,368百万円 21年3月期  16,566百万円

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月期の配当予想額につきましては、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 ― 3.75 ― 3.75 7.50

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

31,000 △38.4 △1,200 ― △1,450 ― △1,500 ― △82.40

通期 66,000 △29.2 △1,800 ― △2,200 ― △2,300 ― △126.34



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） 

[（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。] 

(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. 本資料に記載されている業績予想につきましては、現時点において入手された情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因
により上記の業績予想値と異なる結果となる可能性があります。 
２. 平成22年３月期の配当予想につきましては、事業環境の先行きが不透明であることから、現時点では未定とし、業績等を総合勘案いたしました上で、
速やかに開示するものといたします。 

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 19,410,000株 21年3月期  19,410,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  1,207,578株 21年3月期  1,206,231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 18,203,066株 21年3月期第1四半期 17,208,026株



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 

 当第１四半期におけるわが国経済は、世界的な金融危機により大きな影響を受けた景気の急激な悪化に底打ちの兆

しが見えてきたものの、依然として企業収益の低下や雇用情勢の急速な悪化、個人消費の悪化など厳しい経済環境が

続いております。 

当社の属する自動車業界では、アジア市場を中心とした需要の増加や、環境性能に優れた日本車の市場ニーズ拡大

などありましたものの、世界経済の悪化による急激な落ち込みにより大幅な減産を余儀なくされております。 

  このような状況の中で、当第１四半期連結会計期間における売上高は中国市場は堅調に推移したものの、国内及び

北米地域の得意先減産影響が大きく、また、円高による為替換算差影響も加わり、前年同期比42.5％減の14,083百万

円となりました。損益面では減収影響による落込みが大きく、労務費等固定費削減に努めたものの、営業損失は400

百万円（前年同期は755百万円の営業利益）、経常損失は348百万円（前年同期は773百万円の経常利益）、四半期純

損失は342百万円（前年同期は502百万円の四半期純利益）となりました。   

２．連結財政状態に関する定性的情報 

(資産） 

当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、49,162百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,087百万円増

加しました。これは現金及び預金の増加1,389百万円、有形固定資産の増加505百万円が主な要因であります。 

（負債）  

当第１四半期連結会計期間末における負債合計は、31,188百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,294百万円増

加しました。これは長短借入金の増加2,966百万円、支払手形及び買掛金の減少1,301百万円が主な要因でありま

す。  

（純資産）  

当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は、17,974百万円となり前連結会計年度末に比べ792百万円増加

しました。これは為替換算調整勘定の増加996百万円が主な要因であります。   

３．連結業績予想に関する定性的情報 

第１四半期の業績並びに足元の状況から判断し、概ね第２四半期連結累計期間の業績は計画通り進むものと考え

られ、現時点においては平成21年４月28日公表の業績予想の変更はございません。  

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） 

 該当事項はありません。  

（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 

 （簡便な会計処理）  

固定資産の減価償却費の算定方法は、年度予算に基づく年間償却予定額を期間按分する方法としておりま

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。  

（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 

 （会計処理方法の変更）  

① ５.（５）ｂ. 所在地別セグメント情報において前第３四半期連結累計期間までその他の地域として区分表

示していました名称を、金額的重要性と伴に、より明確に表示するため、前連結会計年度よりアジアと名称

変更しました。  

② ５.（５）ｃ. 海外売上高において前第３四半期連結累計期間までその他の地域として区分表示していまし

た名称を、アジア地域の金額的重要性と伴に、前連結会計年度よりアジアとその他の地域に名称変更しまし

た。 



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 5,306,681 3,917,394

受取手形及び売掛金 9,206,628 9,144,371

製品 843,159 820,643

原材料 3,955,740 4,291,820

仕掛品 1,082,377 1,194,955

貯蔵品 689,031 780,737

繰延税金資産 104,082 224,067

その他 1,648,625 1,182,440

貸倒引当金 △6,831 △6,653

流動資産合計 22,829,494 21,549,777

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,462,218 7,366,474

機械装置及び運搬具（純額） 8,418,366 8,304,738

工具、器具及び備品（純額） 2,227,721 2,334,713

土地 4,409,566 4,392,726

その他（純額） 1,088,886 702,849

有形固定資産合計 23,606,758 23,101,502

無形固定資産   

その他 198,430 161,287

無形固定資産合計 198,430 161,287

投資その他の資産   

投資有価証券 1,601,854 1,302,300

繰延税金資産 9,955 7,272

その他 924,192 961,074

貸倒引当金 △7,890 △7,890

投資その他の資産合計 2,528,112 2,262,757

固定資産合計 26,333,302 25,525,547

資産合計 49,162,797 47,075,324



（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,968,152 9,269,899

短期借入金 9,854,216 8,210,449

未払法人税等 88,059 133,482

繰延税金負債 34,770 47,692

賞与引当金 287,705 541,002

その他 3,462,579 3,459,394

流動負債合計 21,695,483 21,661,920

固定負債   

長期借入金 5,439,508 4,117,122

繰延税金負債 409,677 377,138

退職給付引当金 2,950,087 2,991,270

役員退職慰労引当金 425,727 413,496

その他 267,666 332,548

固定負債合計 9,492,666 8,231,575

負債合計 31,188,150 29,893,496

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,206,062 3,206,062

資本剰余金 3,184,500 3,184,500

利益剰余金 14,109,929 14,521,067

自己株式 △1,100,162 △1,099,712

株主資本合計 19,400,330 19,811,918

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 364,682 148,184

為替換算調整勘定 △2,396,329 △3,393,112

評価・換算差額等合計 △2,031,646 △3,244,927

少数株主持分 605,963 614,837

純資産合計 17,974,647 17,181,828

負債純資産合計 49,162,797 47,075,324



（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 24,526,489 14,083,587

売上原価 22,320,415 13,298,884

売上総利益 2,206,073 784,702

販売費及び一般管理費 1,450,818 1,185,651

営業利益又は営業損失（△） 755,255 △400,948

営業外収益   

受取利息 17,782 4,334

受取配当金 12,351 10,321

投資不動産賃貸料 15,549 15,549

為替差益 40,147 33,744

助成金収入 － 66,148

雑収入 49,033 49,610

営業外収益合計 134,864 179,708

営業外費用   

支払利息 88,168 77,211

持分法による投資損失 4,277 25,896

雑損失 23,855 23,686

営業外費用合計 116,301 126,794

経常利益又は経常損失（△） 773,817 △348,035

特別利益   

投資有価証券売却益 8,228 －

特別利益合計 8,228 －

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（△）

782,046 △348,035

法人税等 267,291 △21,084

少数株主利益 12,579 15,796

四半期純利益又は四半期純損失（△） 502,174 △342,746



（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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

782,046 △348,035

減価償却費 1,267,304 1,054,969

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △638,587 △253,296

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △37,500 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 21,935 △41,183

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △19,966 12,231

受取利息及び受取配当金 △30,134 △14,656

支払利息 88,168 77,211

為替差損益（△は益） 18,759 18,626

持分法による投資損益（△は益） 4,277 25,896

有形固定資産処分損益（△は益） 6,292 1,391

投資有価証券売却損益（△は益） △8,228 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,143,714 213,966

たな卸資産の増減額（△は増加） 598,136 763,718

仕入債務の増減額（△は減少） △1,525,220 △1,564,653

未払消費税等の増減額（△は減少） △117,316 127,496

その他 966,189 △396,735

小計 2,519,868 △323,055

利息及び配当金の受取額 30,134 16,102

利息の支払額 △76,946 △81,882

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △280,195 △14,567

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,192,860 △403,401

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 △1,338,010 △1,084,752

有形固定資産の売却による収入 11,884 10,082

投資有価証券の取得による支出 △2,657 △2,099

投資有価証券の売却による収入 10,790 －

貸付けによる支出 △19,847 －

貸付金の回収による収入 16,769 2,653

その他 △2,005 13,475

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,323,076 △1,060,640



（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   

短期借入れによる収入 913,401 2,643,953

短期借入金の返済による支出 △535,294 △1,411,869

長期借入れによる収入 107,085 2,300,000

長期借入金の返済による支出 △797,032 △662,252

自己株式の取得による支出 △387 △449

配当金の支払額 △99,119 △68,391

リース債務の返済による支出 △33,342 △76,804

財務活動によるキャッシュ・フロー △444,689 2,724,185

現金及び現金同等物に係る換算差額 △296,518 174,585

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 128,576 1,434,729

現金及び現金同等物の期首残高 3,734,591 3,871,952

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,863,168 5,306,681



（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）セグメント情報 

ａ．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及び当第１四半期連結累計期間はいずれも、全セグメントの売上高の合計、営業

利益又は営業損失（△）の合計額に占める「自動車部品事業」の割合がいずれも90％を超えているため、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。  

ｂ．所在地別セグメント情報 

 （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・メキシコ 

(2) その他の地域……インドネシア・中国・タイ 

３ 会計処理方法の変更 

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

「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」に記載のとおり、当第１四半期連

結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）を適用

しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて営業利益が日本で58,503千円減少して

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) 

  
日本 
(千円) 

北米 
(千円) 

その他の 
地域 
(千円) 

計 
(千円) 

消去 
又は全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益             

売上高             

(1) 外部顧客に 

対する売上高 
13,292,858 9,185,164 2,048,467 24,526,489 － 24,526,489 

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
1,948,873 － 1,266,083 3,214,956 (3,214,956) － 

計 15,241,731 9,185,164 3,314,550 27,741,446 (3,214,956) 24,526,489 

営業費用 15,195,426 8,919,022 2,834,637 26,949,087 (3,177,852) 23,771,234 

営業利益 46,304 266,141 479,912 792,358 (37,103) 755,255 



 （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・メキシコ 

(2) アジア……………インドネシア・中国・タイ 

３ 会計処理方法の変更 

前第３四半期連結累計期間までその他の地域として区分表示していました名称を、金額的重要性と伴に、

より明確に表示するため、前連結会計年度よりアジアと名称変更しました。  

前第１四半期連結累計期間のその他の地域のセグメントは全てアジア地域のものであります。 

  
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) 

  
日本 
(千円) 

北米 
(千円) 

アジア 
(千円) 

計 
(千円) 

消去 
又は全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益             

売上高             

(1) 外部顧客に 

対する売上高 
7,790,418 4,411,955 1,881,212 14,083,587 － 14,083,587 

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
710,296 3,772 787,044 1,501,113 (1,501,113) － 

計 8,500,715 4,415,727 2,668,256 15,584,700 (1,501,113) 14,083,587 

営業費用 8,671,493 4,847,702 2,541,647 16,060,843 (1,576,307) 14,484,535 

営業利益又は 

営業損失（△） 
△170,778 △431,974 126,609 △476,143 75,194 △400,948 



ｃ．海外売上高 

 （注) １ 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。 

２ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

３ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米………………米国・メキシコ 

(2) その他の地域……中国・タイ・イギリス・ドイツ他 

 （注) １ 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。 

２ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

３ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米………………米国・メキシコ 

(2) アジア……………中国・インドネシア・タイ他 

(3) その他の地域……イギリス他 

４ 会計処理方法の変更 

前第３四半期連結累計期間までその他の地域として区分表示していました名称を、アジア地域の金額的重

要性と伴に、前連結会計年度よりアジアとその他の地域に名称変更しました。  

 前第１四半期連結累計期間のその他の地域の売上高は、アジア2,087,186千円、その他の地域559,764千円

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 

 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) 

  北米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(千円) 9,185,164 2,646,951 11,832,115 

Ⅱ 連結売上高(千円)     24,526,489 

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合(％) 
37.4 10.7 48.2 

  
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) 

  北米 アジア その他の地域  計 

Ⅰ 海外売上高(千円) 4,411,955 1,902,543 36,831 6,351,330 

Ⅱ 連結売上高(千円)       14,083,587 

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合(％) 
31.3 13.5 0.2 45.0 



６．その他の情報 

    部門別売上高状況 

（単位：千円未満切捨）

  

    
前第１四半期 

（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日）

当第１四半期 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

増減金額 

    金額 
構成比 
（％） 

金額 
構成比 
（％） 

金額 
増減率 
（％） 

 自動車部品

事業 

 安全部品 
 ハンドル 4,377,337 17.8 2,335,361 16.5 △2,041,975 △46.6 

エアバッグ 10,508,460 42.8 5,796,286 41.1 △4,712,174 △44.8 

小計  14,885,798 60.6 8,131,648 57.7 △6,754,150 △45.3 

 樹脂部品   9,619,761 39.2 5,940,254 42.1 △3,679,507 △38.2 

  計  24,505,559 99.9 14,071,902 99.9 △10,433,657 △42.5 

その他事業 20,929 0.0 11,684 0.0 △9,244 △44.1 

合計 24,526,489 100.0 14,083,587 100.0 △10,442,902 △42.5 
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