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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 3,746 △44.1 △333 ― △295 ― △513 ―

21年3月期第1四半期 6,697 ― 217 ― 146 ― 72 ―

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 △29.71 ―

21年3月期第1四半期 4.20 ―

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 13,811 8,405 60.1 480.56
21年3月期 13,806 8,916 64.0 510.86

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  8,306百万円 21年3月期  8,830百万円

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  

現時点では配当予想額は未定であります。 

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 ― 0.00 ― 3.00 3.00

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  有  
 

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

8,600 △35.3 △550 ― △530 ― △960 ― △55.54

通期 17,600 △20.1 △990 ― △980 ― △1,430 ― △82.73
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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） 

(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仮定及び業績予想のご利用に当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。 
（２）当社の配当につきましては、安定した利益配分を目指し、事業及び将来の事業展開を勘案して実施していきたいと考えております。しかしながら、経営
環境の先行きが依然不透明であるため、当期の配当につきましては、現時点で未定とし、今後の業績動向を勘案した上でご提案させていただきます。 

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 17,310,069株 21年3月期  17,310,069株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  24,735株 21年3月期  24,646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 17,285,385株 21年3月期第1四半期 17,286,671株
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「参考」個別業績予想
平成22年3月期の個別業績予想（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2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円銭

第2四半期
累計期間 8,000 △ 36.3 △ 460 － △ 310 － △ 480 － △ 27.8

通期 16,400 △ 19.5 △ 860 － △ 730 － △ 910 － △ 52.6

（注）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無　　：　　有

1株当たり

当期純利益
売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
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 当社グループの属する自動車業界は、昨年秋以降の景気の大幅な減速に基づく車両販売の低迷・大幅な減産に対

し、当第１四半期連結会計期間においては緩やかながら回復の兆しが現れるものの、依然として前年同期と比べ大幅

な減産が続いております。  

 このような自動車生産の減少などにより当第１四半期連結会計期間の売上高は、3,746百万円（前年同期比44.1％

減）となりました。売上高の状況を部門別に申し上げますと次のとおりであります。 

 表示系製品はエアコンパネル、コンビネーションメータなどの生産が減少した結果、売上高は2,656百万円（前年

同期比41.5％減）となりました。 

 モータ系製品は電子スロットルモータ、ＡＢＳ用モータなどの生産が減少した結果、売上高が569百万円（前年同

期比56.6％減）となりました。 

 その他製品では各種センサ類などの生産が減少した結果により、売上高は520百万円（前年同期比38.2％減）とな

りました。 

 損益につきましては、徹底した経費節減、労務費の低減、購入材の低減など原価低減活動にグループをあげて取り

組んでまいりましたが、売上の大幅な減少に伴う操業度損などの結果、営業損失333百万円（前年同四半期は営業利

益217百万円）、経常損失295百万円（前年同四半期は経常利益146百万円）、四半期純損失513百万円（前年同四半期

は四半期純利益72百万円）となりました。  

  

 当第１四半期末の総資産は、関係会社預け金や有形固定資産などが減少したものの、受取手形及び売掛金の増加な

どにより、前期末に比べ５百万円増加し、13,811百万円となりました。負債については仕入債務の増加などにより、

前期末に比べ516百万円増加し、5,405百万円となりました。純資産については利益剰余金の減少等により、前期末に

比べ511百万円減少の、8,405百万円となり、自己資本比率は60.1％となりました。 

  

  

 業績予想については、計画を上回る固定費低減の進捗と、車両生産増による売上増等の市場環境の好転を予想し、

第２四半期累計および通期の業績予想について修正します。詳細は本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」

をご覧ください。 

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

 たな卸資産の評価方法について、一部簡便な方法を採用しております。 

  

 当社及び国内連結子会社の固定資産の減価償却費の計算方法については、固定資産の年度中の取得、売却及び

除却等見積りを考慮した予算を策定しているため、主として当該予算に基づく年間償却額を期間按分して算定し

ておりましたが、当第１四半期連結会計期間より、実績値により算定する方法に変更しております。  

  

 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

（追加情報）

（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 678,726 628,397

受取手形及び売掛金 2,588,763 1,840,499

有価証券 745,035 748,756

商品及び製品 239,687 214,710

仕掛品 555,836 524,223

原材料及び貯蔵品 425,750 562,264

関係会社預け金 1,337,644 1,826,507

その他 307,286 305,613

流動資産合計 6,878,731 6,650,974

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,678,827 1,657,480

機械装置及び運搬具（純額） 3,443,149 3,589,129

その他（純額） 1,253,372 1,399,704

有形固定資産合計 6,375,350 6,646,314

無形固定資産 117,713 116,114

投資その他の資産   

その他 498,627 451,879

貸倒引当金 △59,227 △59,227

投資その他の資産合計 439,400 392,652

固定資産合計 6,932,464 7,155,081

資産合計 13,811,196 13,806,055

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,926,671 1,665,952

未払法人税等 11,976 13,233

引当金 72,683 64,201

その他 1,999,354 1,784,305

流動負債合計 4,010,686 3,527,693

固定負債   

退職給付引当金 1,258,497 1,232,938

役員退職慰労引当金 57,577 65,291

その他 79,074 63,381

固定負債合計 1,395,149 1,361,610

負債合計 5,405,835 4,889,304
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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 1,563,777 1,563,777

資本剰余金 2,198,186 2,198,186

利益剰余金 4,430,109 4,995,538

自己株式 △9,284 △9,268

株主資本合計 8,182,789 8,748,233

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 123,334 89,309

為替換算調整勘定 544 △7,170

評価・換算差額等合計 123,879 82,138

少数株主持分 98,691 86,378

純資産合計 8,405,360 8,916,750

負債純資産合計 13,811,196 13,806,055
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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 6,697,473 3,746,754

売上原価 6,027,158 3,728,339

売上総利益 670,314 18,414

販売費及び一般管理費 452,423 351,709

営業利益又は営業損失（△） 217,890 △333,295

営業外収益   

受取利息 11,162 5,074

受取配当金 5,527 2,456

スクラップ売却益 7,446 851

為替差益 － 32,314

その他 3,442 5,591

営業外収益合計 27,578 46,288

営業外費用   

為替差損 77,220 －

固定資産廃棄損 20,103 7,112

その他 2,002 1,303

営業外費用合計 99,326 8,416

経常利益又は経常損失（△） 146,143 △295,422

特別損失   

減損損失 － 18,299

事業再編損 1,591 200,975

特別損失合計 1,591 219,275

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（△）

144,552 △514,697

法人税、住民税及び事業税 206,650 4,912

法人税等調整額 △150,286 △12,825

法人税等合計 56,363 △7,913

少数株主利益 15,595 6,787

四半期純利益又は四半期純損失（△） 72,593 △513,572
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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