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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 6,139 △28.6 △199 ― △202 ― △210 ―

21年3月期第1四半期 8,599 ― 91 ― 201 ― 128 ―

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 △23.33 ―

21年3月期第1四半期 14.25 ―

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 20,635 6,158 29.8 680.70
21年3月期 20,600 6,245 30.3 690.38

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  6,144百万円 21年3月期  6,232百万円

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  

平成22年3月期(予想）配当金は未定であります。 

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 ― 6.00 ― 0.00 6.00
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

12,626 △28.0 △450 ― △500 ― △550 ― △60.92

通期 28,400 △10.9 250 460.9 150 ― 100 ― 11.08



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．その他をご参照ください。 

(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、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれておりま
す。世界経済・競合状況・為替・金利の変動等にかかわるリスクや不安定要因により、実際の業績が記載の予想数値と大幅に異なる可能性があります。 
なお、業績予想に関する事項は、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参照ください。 

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 9,149,400株 21年3月期  9,149,400株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  122,501株 21年3月期  121,901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 9,027,150株 21年3月期第1四半期 9,028,076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１四半期連結累計期間におけるわが国の経済情勢は、政府による自動車・家電の購入促進策・減税等の景気刺

激策の導入により、前下半期の最悪期を脱し一部に持ち直しの兆しも出てまいりました。一方、海外におきましては、

一部地域・国で内需主導で成長を継続している地域が見られますが、全般的には依然として低調に推移しております。

　このような環境のもと、当社グループは、コスト競争力強化のため、調達及び生産の合理化・部品の内製化・在庫

削減・業務の効率化等経営全般にわたる合理化に加えて、急激な売上減少に対応するため、人件費の抑制、取締役報

酬の削減、物流改善等の経費の総見直しによる固定費削減、設備投資の抑制等の収益改善に全力で取り組んでまいり

ました。

　内外で自動車機器事業が大幅減となったことから売上高は61億39百万円（前年同期比28.6％減）となりました。利

益面では、売上高減少の影響により営業損失は1億99百万円（前年同期は91百万円の営業利益）、経常損失は2億2百万

円（前年同期は2億1百万円の経常利益）、四半期純損失2億10百万円（前年同期は1億28百万円の四半期純利益）とな

りました。

(1）事業の種類別セグメント

①自動車機器事業

　当社グループの主力製品である自動車用点火コイルは、国内は在庫調整の進展・政府による景気刺激策の導入

等により、生産数量はまだまだ低水準ながら最悪期から脱しつつあると考えられます。一方、海外でDE Diamond

Electirc India Private Limited（インド）を通じたパススルー輸出の増加があったものの、北米は自動車販売

が低調に推移したことに加えて、主力顧客であるクライスラー社が米国破産法第11条申請に伴い５月以降生産が

ストップした影響をまともに受け、売上高は37億84百万円（前年同期比35.7％減）と急減いたしました。

利益面では、売上高減少の影響により、営業損失は1億83百万円（前年同期は2億46百万円の営業利益）となり

ました。　

②電子機器事業

電子機器事業の主力製品である冷暖房給湯用制御基板は、住宅着工件数の低迷、石油関連製品の減、昨年の欧

州の冷夏に伴う在庫調整の影響等により生産が伸び悩み、売上高は23億55百万円（前年同期比13.1%減）にとどま

りました。　

利益面では、売上高は減少したものの、生産性向上等により、営業利益は1億4百万円（前年同期は2百万円の営

業損失）となりました。　　　

２．連結財政状態に関する定性的情報

総資産は、206億35百万円となり、前連結会計年度末に比べ35百万円増加しました。

　増加の主な要因は、資産については、受取手形及び売掛金の減少3億11百万円、棚卸資産の増加3億47百万円、有形

固定資産の減少1億29百万円等です。

　負債については、買掛金及び支払手形の増加2億89百万円、未払金の増加1億16百万円、長期借入金の返済2億55百万

円等です。

　また、純資産については、前連結会計年度末に比べ86百万円減少し、61億58百万円となりました。主な要因は、四

半期純損失2億10百万円、為替換算調整勘定（海外連結子会社等の純資産の為替換算に係るもの）の減少67百万円、そ

の他有価証券評価差額金の増加60百万円等によるものです。

　なお、平成21年５月28日付でクライスラー社から、平成21年５月１日付「債権の取立不能又は取立遅延のおそれに

関するお知らせ」で開示しました売掛債権313万米ドルのうち、282万米ドルを回収しております。残金については回

収できるように交渉中であります。

　営業活動によって得られたキャッシュ・フローは、3億33百万円となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純

損失2億3百万円、減価償却費3億14百万円、売上債権の減少3億17百万円、棚卸資産の増加3億40百万円等によるもので

す。

　投資活動によって使用したキャッシュ・フローは、1億46百万円となりました。主な要因は、有形固定資産の取得に

よる支出1億41百万円等によるものです。

　財務活動によって使用したキャッシュ・フローは、2億68百万円となりました。主な要因は、長期借入金の返済によ

る支出2億52百万円等によるものです。

－ 1 －



３．連結業績予想に関する定性的情報

　当第１四半期連結累計期間の業績は、世界経済の悪化等により厳しい状況が続いておりますが、概ね計画通りに推

移しております。第２四半期以降の業績に関しても引き続き一段の生産合理化等を図り、当初の連結業績予想を達成

すべく努力してまいります。

　従いまして、第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想は、当初計画（平成21年５月15日発表）から変更し

ておりません。

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

　連結会社の個別財務諸表上の税金費用については、当年度の見積実効税率を用いて計算しております。

　また、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、かつ、一時差異

等の発生状況に著しい変化がない会社については、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・プランニングを利用する方法によっております。

（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

　該当事項はありません。

－ 2 －



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 1,402,277 1,482,042

受取手形及び売掛金 4,830,768 5,142,080

商品及び製品 977,878 883,795

仕掛品 240,485 202,188

原材料及び貯蔵品 1,483,748 1,268,341

未収還付法人税等 27,203 40,389

その他 1,090,740 911,362

貸倒引当金 △47,991 △29,193

流動資産合計 10,005,110 9,901,004

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,914,042 2,949,679

機械装置及び運搬具（純額） 3,051,123 3,167,851

土地 2,116,091 2,113,467

建設仮勘定 218,692 166,635

その他（純額） 418,572 450,614

有形固定資産合計 8,718,522 8,848,248

無形固定資産 72,657 81,390

投資その他の資産   

投資有価証券 692,157 585,805

その他 1,150,291 1,187,251

貸倒引当金 △3,120 △3,120

投資その他の資産合計 1,839,328 1,769,936

固定資産合計 10,630,508 10,699,575

資産合計 20,635,619 20,600,580

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,546,827 4,257,533

短期借入金 2,311,829 2,321,991

1年内返済予定の長期借入金 1,079,823 1,059,174

未払金 1,856,433 1,740,314

未払法人税等 6,972 200

賞与引当金 138,872 232,559

役員賞与引当金 － 1,300

リース資産減損勘定 32,157 34,373

その他 367,668 302,184

流動負債合計 10,340,585 9,949,631



（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) 

固定負債   

長期借入金 2,785,393 3,041,255

退職給付引当金 807,558 805,728

役員退職慰労引当金 176,840 177,330

長期リース資産減損勘定 58,861 65,694

その他 307,390 315,543

固定負債合計 4,136,042 4,405,551

負債合計 14,476,628 14,355,182

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,190,000 2,190,000

資本剰余金 3,882,941 3,882,941

利益剰余金 593,383 808,545

自己株式 △58,261 △58,062

株主資本合計 6,608,063 6,823,424

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 98,480 38,079

為替換算調整勘定 △561,896 △629,103

評価・換算差額等合計 △463,416 △591,024

少数株主持分 14,343 12,998

純資産合計 6,158,990 6,245,397

負債純資産合計 20,635,619 20,600,580



（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 8,599,761 6,139,996

売上原価 7,215,289 5,342,234

売上総利益 1,384,471 797,761

販売費及び一般管理費 1,293,244 997,738

営業利益又は営業損失（△） 91,226 △199,977

営業外収益   

受取利息 2,702 1,698

受取配当金 6,798 5,580

為替差益 118,669 13,534

補助金収入 4,532 24,922

その他 13,153 8,156

営業外収益合計 145,855 53,893

営業外費用   

支払利息 25,412 27,596

手形売却損 831 1,009

減価償却費 － 17,448

その他 9,389 10,695

営業外費用合計 35,632 56,749

経常利益又は経常損失（△） 201,449 △202,833

特別利益   

過年度受取特許料 7,202 －

固定資産売却益 5,632 765

特別利益合計 12,834 765

特別損失   

前期損益修正損 13,075 －

固定資産除却損 1,026 1,299

子会社工場閉鎖費用 11,078 597

特別損失合計 25,180 1,896

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（△）

189,103 △203,964

法人税、住民税及び事業税 40,266 5,244

法人税等調整額 19,360 50

法人税等合計 59,627 5,294

少数株主利益 844 1,342

四半期純利益又は四半期純損失（△） 128,631 △210,601



（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（△）

189,103 △203,964

減価償却費 405,589 314,555

貸倒引当金の増減額（△は減少） 68 18,798

退職給付引当金の増減額（△は減少） △8,936 1,830

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △32,250 △490

受取利息及び受取配当金 △9,500 △7,279

支払利息 25,412 27,596

為替差損益（△は益） △7,451 △2,649

有形固定資産除却損 1,026 1,299

有形固定資産売却損益（△は益） △5,632 △765

売上債権の増減額（△は増加） △177,830 317,646

たな卸資産の増減額（△は増加） △118,599 △340,805

仕入債務の増減額（△は減少） 321,107 134,612

賞与引当金の増減額（△は減少） △204,395 △94,642

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △21,500 △1,300

その他 279,060 193,126

小計 635,272 357,567

利息及び配当金の受取額 9,500 7,461

利息の支払額 △25,387 △28,673

法人税等の支払額 △6,039 △3,026

営業活動によるキャッシュ・フロー 613,346 333,329

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 △510,359 △141,013

有形固定資産の売却による収入 9,452 1,928

無形固定資産の取得による支出 △2,611 △1,398

投資有価証券の取得による支出 △5,348 △5,008

その他 △8,523 △1,076

投資活動によるキャッシュ・フロー △517,389 △146,568

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） 150,000 △8,139

長期借入れによる収入 300,000 －

長期借入金の返済による支出 △249,139 △252,106

配当金の支払額 △63,197 －

その他 △3,882 △8,034

財務活動によるキャッシュ・フロー 133,780 △268,280

現金及び現金同等物に係る換算差額 6,737 1,847

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 236,475 △79,671

現金及び現金同等物の期首残高 782,207 1,456,247

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,018,683 1,376,576



（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

〔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）

自動車機器事業
（千円）

電子機器事業
（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 5,889,664 2,710,096 8,599,761 － 8,599,761

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－　 － － － －

計 5,889,664 2,710,096 8,599,761 － 8,599,761

営業費用 5,643,079 2,712,579 8,355,658 152,875 8,508,534

営業利益又は営業損失（△） 246,585 △2,482 244,102 (152,875) 91,226

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）

自動車機器事業
（千円）

電子機器事業
（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 3,784,654 2,355,341 6,139,996 － 6,139,996

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－　 － － － －

計 3,784,654 2,355,341 6,139,996 － 6,139,996

営業費用 3,968,432 2,251,207 6,219,639 120,333 6,339,973

営業利益又は営業損失（△） △183,777 104,134 △79,643 (120,333) △199,977

　（注）１．製品の種類及び売上集計区分を基準として、事業区分を行っております。

２．各事業の主要な製品

事業区分 主要製品

自動車機器事業 ガソリンエンジン用点火コイル、ミッションスイッチ、センサー、車載用制御基板

電子機器事業 ファンヒーター用・エアコン用・給湯器用等の電子制御機器、及び各電子着火装置

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた金額及び主な内容は以下のとおりであります。

当第１四半期連結会

計期間（千円）
主な内容

消去又は全社の項目に含めた配

賦不能営業費用の金額
120,333 当社管理部門に係る費用であります。

－ 1 －



〔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）

日本

（千円）

北米

（千円）

欧州

（千円）

アジア

（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 5,934,491 1,995,037 570,627 99,605 8,599,761 － 8,599,761

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
1,172,563 6,182 7,568 178,199 1,364,515 (1,364,515) －

計 7,107,054 2,001,219 578,196 277,805 9,964,276 (1,364,515) 8,599,761

営業費用 6,988,187 1,941,830 586,711 291,239 9,807,968 (1,299,434) 8,508,534

営業利益又は営業損失（△） 118,867 59,388 △8,514 △13,434 156,307 (65,081) 91,226

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）

欧州

（千円）

アジア

（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 4,559,137 990,113 441,725 149,019 6,139,996 － 6,139,996

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
767,210 1,094 12,358 50,826 831,490 (831,490) －

計 5,326,348 991,207 454,084 199,845 6,971,487 (831,490) 6,139,996

営業費用 5,159,795 1,110,770 461,083 273,460 7,005,109 (665,136) 6,339,973

営業利益又は営業損失（△） 166,552 △119,562 △6,998 △73,614 △33,622 (166,354) △199,977

（注）１．地域は、地理的接近度により区分しております。

２．区分に属する地域の内訳は、次のとおりであります。

北米 ……… 米国、欧州 ……… ハンガリー、アジア ……… 中国・インド

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた金額及び主な内容は以下のとおりであります。

当第１四半期連結会

計期間（千円）
主な内容

消去又は全社の項目に含めた配

賦不能営業費用の金額
120,333 当社管理部門に係る費用であります。

－ 2 －



〔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）

 北米 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 1,995,037 675,527 2,670,564

Ⅱ　連結売上高（千円） － － 8,599,761

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 23.2 7.9 31.1

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 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 990,948 596,772 1,587,720

Ⅱ　連結売上高（千円） － － 6,139,996

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 16.1 9.7 25.9

（注）１．地域は、地理的接近度により区分しております。

２．各区分に関する地域の内訳は、次のとおりであります。

北米 ……… 米国

その他 ……… ハンガリー・中国・インド・オーストラリア、台湾他

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

　該当事項はありません。

６．その他の情報

　該当事項はありません。

－ 3 －
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