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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 45,528 △30.8 564 △71.9 850 △71.0 491 △47.0
21年3月期第1四半期 65,759 ― 2,010 ― 2,933 ― 926 ―

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 3.60 ―
21年3月期第1四半期 6.79 ―

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 211,150 45,422 20.2 312.83
21年3月期 208,692 42,985 19.4 296.35

（参考） 自己資本  22年3月期第1四半期  42,644百万円 21年3月期  40,398百万円

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  
当社は定款において期末日を配当基準日と定めておりますが、現時点では当該基準日における配当予想額は未定であります。（「業績予想の適切な利用
に関する説明、その他特記事項」欄参照） 

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 ― 0.00 0.00
22年3月期 ―
22年3月期 
（予想）

0.00 ― ― ―

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

84,000 △35.7 △2,500 ― △2,500 ― △2,500 ― △18.34

通期 170,000 △21.5 0 ― 0 ― 0 ― 0.00



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 
１．本資料に掲載している業績の予想は、当社が本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき合理的と判断したものであり、潜在的なリスクや
不確実性を含んでおりますので、実際の今後の業績は、様々な要因の変化により、記載の予想とは異なる場合のありうることをご承知下さい。そのような
要因としては、主要市場の経済環境及び製品需要の変動、為替相場の変動及び国内外の各種規制並びに会計基準・慣行等の変更があげられます。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覧ください。 
２．当社は平成21年３月期に期末配当を実施しておりません。当期は業績の底入れが見込まれるものの、先行き不透明感が強く、現時点では期末配当を
行うかどうかについては未定であります。平成22年３月期第３四半期決算の開示以降、業績状況を見極め開示する予定です。 

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 140,331,565株 21年3月期 140,331,565株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期 4,015,669株 21年3月期 4,013,078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 136,317,774株 21年3月期第1四半期 136,343,535株



 当第１四半期における世界経済は、一部に回復の兆しはあるものの、昨年の欧米を中心とした景気減速、国際

的金融市場の混乱、急激な為替変動等の影響が色濃く残り、予断を許さない厳しい経済環境となりました。国内

におきましても、個人消費の低迷、不安定な雇用情勢等、先行き不透明な経済状況が続きました。 

このような状況の中、当社は昨年度より経営体質の強化のための『抜本的構造改革』（組織の再編、拠点の統

廃合、人材構造改革、投資の選択と集中、経費の削減、材料費の低減）と、企業成長のための『事業の競争力強

化』に着手し、業績向上に向けてグループ一丸となってスピードをもって取り組んでおり、当第１四半期連結会

計期間に計画通り実行し、その効果も実現しました。 

しかしながら、前年同期と比べますと、欧米を中心とした自動車市場の縮小、流通システムにおける顧客の投

資抑制等の影響を受け、売上は大幅な減少となりました。 

利益面では、人材構造改革、投資の選択と集中、経費の削減などの効果が実現しましたが、売上減少および為

替変動が大きく影響しました。 

その結果、当第１四半期連結会計期間における売上高は45,528百万円（前年同期比30.8％減）、営業利益は564

百万円（前年同期比71.9％減）、経常利益は850百万円（前年同期比71.0％減）、四半期純利益は491百万円（前

年同期比47.0％減）となりました。  

当第１四半期連結会計期間の事業別セグメントの概況は次のとおりです。 
  

【自動車機器事業】 

中国・インドでの新規商権受注や市場拡大、欧州市場での政府の車両購入インセンティブによる市場の回復材

料はあるものの、依然として自動車市場全体は回復しておらず、前年同期に比べ減収となりました。 

利益面では、『抜本的構造改革』の成果はありますが、減収および為替変動影響を受け、前年同期に比べ減益

となりました。  

その結果、売上高は29,140百万円（前年同期比38.3％減）、営業利益は929百万円（前年同期比77.1％減）とな

りました。  

【流通システム事業】 

店舗システム事業は、中国市場等で一部売上の増加がみられましたが、国内市場の状況は厳しく、前年同期に

比べ減収となりました。 

ベンディングシステム事業は、国内外市場で、領域拡大を積極的に展開しましたが、全体として主要顧客の投

資抑制の影響を受け、前年同期に比べ減収となりました。 

利益面では、『抜本的構造改革』が着実に成果に結びつき、前年同期に比べ増益となりました。  

その結果、売上高は14,860百万円（前年同期比11.8％減）、営業利益は405百万円（前年営業損失794百万円）

となりました。  

【その他の事業】 

住環境システム事業は、環境対応型の高効率給湯器「エコキュート」の新商品投入により、拡販活動を実施し

ておりますが、その他の事業も含め、国内の経済環境の悪化影響を受け、前年同期に比べ減収となりました。 

その結果、売上高は1,527百万円（前年同期比7.6％減）、営業損失は235百万円（前年営業損失476百万円）と

なりました。 
  
 また、所在地別セグメントの概況は次のとおりであります。 

【日本】 

売上高は、依然として景気低迷が継続し、自動車機器事業および流通システム事業双方とも、この影響を受け

前年同期に比べ減収となりました。 

利益面では『抜本的構造改革』を進めてまいりましたが、減収に加えて為替変動影響を受け前年同期に比べ減

益となりました。 

その結果、売上高は17,482百万円（前年同期比16.9％減）、営業損失は282百万円（前年営業利益1,116百万

円）となりました。  

【アジア】 

自動車市場の世界的な縮小の影響を受け、前年同期に比べ自動車機器事業を中心に減収、減益となりました。 

その結果、売上高は8,114百万円（前年同期比7.4％減）、営業利益は435百万円（前年同期比8.1％減）となり

ました。  

【欧州】 

売上高は、自動車機器事業において、車両販売促進策が実施されたものの、自動車市場全体としては前年水準

に至っておらず、加えて為替変動影響もあり、前年同期に比べ大幅減収となりました。 

利益面では、『抜本的構造改革』を進めましたが、大幅な減収影響により前年同期に比べ減益となりました。 

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
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その結果、売上高は14,962百万円（前年同期比44.1％減）、営業利益は617百万円（前年同期比38.7％減）とな

りました。 

【北米】 

売上高は、自動車機器事業および流通システム事業ともに、米国景気減速と為替変動影響を受け、前年同期に

比べ大幅な減収となりました。 

利益面では、『抜本的構造改革』を進めましたが、大幅な減収影響により、前年同期に比べ減益となりまし

た。  

その結果、売上高は4,968百万円（前年同期比45.9％減）、営業損失は146百万円（前年営業利益316百万円）と

なりました。 

  

① 資産、負債および純資産の状況 

当第１四半期連結会計期間における総資産は、前連結会計年度末に比べ2,458百万円増加し、211,150百万円と

なりました。 

〔資産の部〕 

流動資産は、棚卸資産が3,380百万円の減少となりましたが、受取手形及び売掛金が5,726百万円増加しまし

た。その結果、流動資産は、3,262百万円増加し、113,095百万円となりました。固定資産は、803百万円減少し

98,055百万円となりました。これは主に投資抑制により有形固定資産が1,110百万円減少したことによるもので

す。 

〔負債の部〕   

流動負債は、支払手形及び買掛金が1,673百万円増加しましたが、短期借入金2,573百万円、未払金7,656百万円

の減少を主に6,926百万円減少し、90,367百万円となりました。未払金の減少は主に退職関連費用5,899百万円の

支払によるものです。固定負債は、長期借入金の6,950百万円の増加を主に6,948百万円増加し、75,360百万円と

なりました。その結果、負債合計は21百万円増加し165,728百万円となりました。 

〔純資産の部〕 

純資産合計は、四半期純利益491百万円による利益剰余金の増加の他、為替換算調整勘定1,245百万円、その他

有価証券評価差額582百万円の増加を主に2,436百万円増加し、45,422百万円となりました。なお、資本準備金を

取り崩し22,751百万円減少しましたが、これは利益剰余金への充当となっております。 

② キャッシュ・フローの状況 

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は、前連結会計年度末に比べ572百万円増加し、22,720

百万円となりました。  

〔営業活動によるキャッシュ・フロー〕 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益863百万円、減価償却費2,535百万円を主に

資金を創出しましたが、退職関連費用の支払などにより、差引2,261百万円（前年同四半期連結会計期間比8,207

百万円減）の資金を使用しました。 

〔投資活動によるキャッシュ・フロー〕 

投資活動によるキャッシュ・フローは、退職金年金基金からの払戻し1,736百万円を主に資金を獲得しました

が、有形固定資産の取得3,013百万円を主に資金を使用し、差引784百万円（前年同四半期連結会計期間比2,314百

万円増）の資金を使用しました。 

〔財務活動によるキャッシュ・フロー〕 

財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入の実行8,910百万円、短期借入の返済3,827百万円を主に差引

3,359百万円（前年同四半期連結会計期間比1,625百万円増）の資金を調達しました。 

  

平成22年３月期の業績予想につきましては、企業体質強化に向けた『抜本的構造改革』に現在取り組んでおり

ますが、先行きの不透明感から平成21年５月13日公表の連結業績予想を現時点では修正しておりません。 

  

 該当事項はありません。  

  

① 簡便な会計処理 

棚卸資産の評価方法 

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
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当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸

高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

税金費用の計算 

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金等調整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、税金等調整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、法人税等合計に含めて表示しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

（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 22,742 22,174

受取手形及び売掛金 50,647 44,920

有価証券 30 30

商品及び製品 17,000 19,532

仕掛品 5,518 5,610

原材料 7,017 7,325

その他のたな卸資産 1,860 2,310

繰延税金資産 569 693

未収入金 2,439 2,336

その他 6,173 6,095

貸倒引当金 △904 △1,196

流動資産合計 113,095 109,833

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 24,447 24,688

機械装置及び運搬具（純額） 19,611 20,061

工具、器具及び備品（純額） 2,571 2,792

土地 19,301 19,178

リース資産（純額） 5,702 5,899

建設仮勘定 1,990 2,115

有形固定資産合計 73,624 74,735

無形固定資産   

のれん 165 177

リース資産 295 261

その他 788 787

無形固定資産合計 1,248 1,225

投資その他の資産   

投資有価証券 15,544 13,811

退職金年金基金 5,882 7,576

繰延税金資産 637 396

その他 1,364 1,361

貸倒引当金 △247 △248

投資その他の資産合計 23,181 22,897

固定資産合計 98,055 98,858

資産合計 211,150 208,692
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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 27,289 25,616

短期借入金 29,861 32,434

1年内返済予定の長期借入金 7,715 7,491

1年内償還予定の社債 5,000 5,000

未払金 3,471 11,128

リース債務 1,895 2,017

未払法人税等 1,135 941

賞与引当金 2,924 2,221

売上割戻引当金 426 361

アフターサービス引当金 1,272 1,329

繰延税金負債 570 565

その他 8,804 8,185

流動負債合計 90,367 97,294

固定負債   

社債 10,000 10,000

長期借入金 50,361 43,411

リース債務 3,273 3,555

繰延税金負債 747 438

退職給付引当金 8,528 8,461

役員退職慰労引当金 206 218

環境費用引当金 709 745

負ののれん 621 661

その他 912 918

固定負債合計 75,360 68,412

負債合計 165,728 165,706

純資産の部   

株主資本   

資本金 11,037 11,037

資本剰余金 4,453 27,205

利益剰余金 30,014 6,771

自己株式 △2,185 △2,185

株主資本合計 43,320 42,829

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 754 171

繰延ヘッジ損益 △131 △58

為替換算調整勘定 △1,299 △2,544

評価・換算差額等合計 △676 △2,431

少数株主持分 2,778 2,587

純資産合計 45,422 42,985

負債純資産合計 211,150 208,692
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（２）四半期連結損益計算書 

（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) 

売上高 65,759 45,528

売上原価 52,247 37,461

売上総利益 13,511 8,067

販売費及び一般管理費 11,501 7,502

営業利益 2,010 564

営業外収益   

受取利息 93 15

受取配当金 53 67

為替差益 580 －

持分法による投資利益 587 578

その他 290 471

営業外収益合計 1,606 1,132

営業外費用   

支払利息 587 596

為替差損 － 101

その他 96 148

営業外費用合計 683 846

経常利益 2,933 850

特別利益   

固定資産売却益 6 9

貸倒引当金戻入額 － 239

保険差益 － 99

その他 42 －

特別利益合計 48 348

特別損失   

固定資産処分損 19 2

投資有価証券評価損 5 88

リース会計基準適用に伴う損失 256 －

訴訟関連損失 － 194

その他 6 50

特別損失合計 288 336

税金等調整前四半期純利益 2,693 863

法人税等合計 1,666 322

少数株主利益 100 48

四半期純利益 926 491
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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 2,693 863

減価償却費 3,463 2,535

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,438 704

貸倒引当金の増減額（△は減少） 102 △292

受取利息及び受取配当金 △147 △82

支払利息 587 596

持分法による投資損益（△は益） △587 △578

売上債権の増減額（△は増加） 113 △5,325

たな卸資産の増減額（△は増加） 573 3,978

未収入金の増減額（△は増加） 272 △79

仕入債務の増減額（△は減少） △845 1,393

未払金の増減額（△は減少） － △5,957

その他 △417 21

小計 7,247 △2,223

利息及び配当金の受取額 199 255

利息の支払額 △667 △716

法人税等の支払額 △833 423

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,945 △2,261

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の純増減額 60 △0

有形固定資産の取得による支出 △2,458 △3,013

有形固定資産の売却による収入 284 537

無形固定資産の取得による支出 △216 △30

関係会社株式の取得による支出 △239 －

少数株主からの関係会社株式の取得による支出 △718 －

退職金年金基金からの払戻額 － 1,736

その他 188 △13

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,099 △784

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 3,207 △3,827

長期借入れによる収入 40 8,910

長期借入金の返済による支出 △203 △1,122

リース債務の返済による支出 △627 △600

配当金の支払額 △679 －

その他 △3 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,733 3,359

現金及び現金同等物に係る換算差額 441 259

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 5,021 572

現金及び現金同等物の期首残高 9,598 22,148

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 406 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 15,026 22,720
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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）  

  

  

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．事業区分は内部管理上採用している区分によっております。 

２．各事業区分の主要製品は次のとおりであります。 

(1）自動車機器事業……カーエアコンシステム、カーエアコン用コンプレッサー及び各種自動車部品 

(2）流通システム事業…自動販売機各種、冷凍・冷蔵ショーケース各種、大型オープンショーケース各種 

(3）その他の事業………エコキュート、セントラル暖房・換気システム、車両販売 

３．金額は消費税等抜きであります。  

（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〕

  
自動車機器
事業 
（百万円） 

流通システ
ム事業 
（百万円） 

その他の事
業 
（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  47,256  16,848  1,654  65,759  －  65,759

(2）
セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ － － － － － 

  計  47,256  16,848  1,654  65,759  －  65,759

営業利益又は営業損失(△)    4,061  △794  △476  2,789 (779)  2,010

  
自動車機器
事業 
（百万円） 

流通システ
ム事業 
（百万円） 

その他の事
業 
（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  29,140  14,860  1,527  45,528  －  45,528

(2）
セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ － － － － － 

  計  29,140  14,860  1,527  45,528  －  45,528

営業利益又は営業損失(△)    929  405  △235  1,099  (534)  564
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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）  

  

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．国又は地域の区分は、地理的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 

アジア：シンガポール、台湾、中国、タイ、オーストラリア、マレーシア、インドネシア、フィリピン等 

欧 州：フランス、イギリス、ポーランド、イタリア、ドイツ、スペイン等 

北 米：アメリカ、メキシコ等 

３．金額は消費税等抜きであります。  

  

   

 当第１四半期連結会計期間末の株主資本の金額は、前連結会計年度末に比較して著しい変動がありませんが、

その内容に関しまして平成21年６月24日開催の第83期定時株主総会決議による欠損てん補のため資本準備金等が

減少しております。 

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（百万円）
アジア

（百万円）
欧州

（百万円）
北米

（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  21,048  8,762  26,767  9,180  65,759 －  65,759

(2）
セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 20,187  963  1,155  941  23,247 (23,247) － 

  計  41,235  9,726  27,922  10,122  89,007 (23,247)  65,759

営業利益  1,116  474  1,007  316  2,914 (904)  2,010

  
日本 

（百万円）
アジア

（百万円）
欧州

（百万円）
北米

（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  17,482  8,114  14,962  4,968  45,528 －  45,528

(2）
セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 8,054  550  505  283  9,393 (9,393) － 

  計  25,536  8,665  15,467  5,251  54,921 (9,393)  45,528

 営業利益又は営業損失（△）  △282  435  617  △146  624 (59)  564

（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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