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1.  平成22年3月期第1四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 2,045 △25.2 △44 ― △16 ― △29 ―

21年3月期第1四半期 2,733 10.2 61 ― 57 ― 10 92.9

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 △2.27 ―

21年3月期第1四半期 0.78 ―

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 9,485 2,367 25.0 180.15
21年3月期 9,641 2,352 24.4 179.01

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  2,367百万円 21年3月期  2,352百万円

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 ― ― ― 0.00 0.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― 1.00 1.00

3.  平成22年3月期の業績予想（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）

（注）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 
累計期間

4,350 △22.9 △30 ― 10 △90.3 △10 ― △0.76

通期 8,740 △16.1 30 ― 70 ― 30 ― 2.28

－1－



4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期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．その他をご覧ください。］ 

(2) 四半期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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 13,164,800株 21年3月期  13,164,800株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  22,679株 21年3月期  21,454株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 13,142,787株 21年3月期第1四半期 13,145,833株

※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、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。業績予想の前提等については、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 「３．業績予想に
関する定性的情報」をご覧ください。 
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当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、リーマン・ショック以降、急速な悪化を続けてきた景

気が、2008年度末を底に回復局面入りしています。又、個人消費は政策効果から一部下げ止まりの動き

も見られ、当社の売上に大きな影響を与える自動車業界の乗用車の販売台数は2009年1月から4月までは

前年比で20%台の減少となっていましたが、5月、6月は10%台まで縮小しました。 

このような経済環境のなかで、当第１四半期会計期間の売上高は2,045百万円(前年同四半期比25.2%

減)となりました。 

部門別売上高については次の通りです。 

自動車用部品部門におきましては、1,895百万円(前年同四半期比26.5%減)となりました。自動車販売

台数減少による受注減少が主な要因です。自社製品部門におきましては、113百万円(前年同四半期比

15.2%減)となりました。電子機器製品が27百万円減少し、街路灯製品は7百万円増加しました。その他

駐輪設備の受注品は、14百万円増加し37百万円(前年同四半期比64.2%増)となりました。 

損益面では、原価低減改善活動や固定費の削減等により生産コストの徹底した見直しを実施してまい

りましたが、売上高の減少による売上原価率の上昇等から、利益率が悪化し、営業損失44百万円(前年

同四半期は営業利益61百万円)となりました。 

営業外収益は休業等による助成金収入30百万円、受取賃貸料11百万円等により49百万円、営業外費用

は支払利息17百万円等により21百万円を計上し、経常損失16百万円(前年同四半期は経常利益57百万円)

となりました。また、貸倒引当金戻入等により特別利益8百万円、金型等の固定資産除却損による特別

損失20百万円を計上しました。その結果、四半期純損失は29百万円(前年同四半期は四半期純利益10百

万円)となりました。 

  

当第１四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末比155百万円減少し、9,485百万円となりま

した。項目別では、流動資産は、53百万円増加し、4,167百万円となりました。主な要因は、現金・預

金が65百万円、その他のうち未収入金が28百万円増加し、受取手形及び売掛金が57百万円減少したこと

です。固定資産は209百万円減少し、5,318百万円となりました。主な要因は工具器具及び備品が172百

万円、建設仮勘定が73百万円減少したこと等により有形固定資産が254百万円減少し、投資有価証券の

時価が上昇し評価額が46百万円増加したこと等により投資その他の資産が45百万円増加したことです。

流動負債は407百万円減少し、4,205百万円となりました。主な要因は短期借入金が101百万円、その

他のうち役員及び従業員に対する短期債務が65百万円増加し、支払手形及び買掛金が37百万円、未払金

が268百万円、賞与引当金が45百万円それぞれ減少したこと、および社債200百万円の償還によります。

固定負債は236百万円増加し、2,912百万円となりました。主な要因は長期借入金が232百万円増加した

ことです。その結果負債全体では170百万円減少し、7,117百万円となりました。 

純資産は14百万円増加し、2,367百万円となりました。主な要因は利益剰余金が29百万円減少し、そ

の他有価証券評価差額金の含み損が44百万円減少したことです。 

  

平成22年3月期の業績予想につきましては、平成21年5月14日に公表いたしました第２四半期累計期間

及び通期の業績予想を修正いたしました。具体的な内容については本日平成21年8月6日公表の「業績予

想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報

3. 業績予想に関する定性的情報
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①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第１四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認めら

れるため、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

②棚卸資産の評価方法 

当第１四半期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、前事業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。 

また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を

見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

③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、事業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。 

④法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する

方法によっております。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業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と認められるので、前事業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。 

  

該当事項はありません。 

  
  

4. その他
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(2) 四半期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.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,892,532 1,826,942

受取手形及び売掛金 1,586,084 1,643,296

製品 230,713 235,745

仕掛品 96,328 71,335

原材料及び貯蔵品 291,899 295,247

その他 73,472 45,370

貸倒引当金 △3,630 △4,420

流動資産合計 4,167,401 4,113,517

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 901,360 910,918

構築物（純額） 65,630 63,459

機械及び装置（純額） 1,122,137 1,122,952

車両運搬具（純額） 8,260 9,014

工具、器具及び備品（純額） 1,011,903 1,184,229

土地 1,726,144 1,726,144

建設仮勘定 4,140 77,646

有形固定資産合計 4,839,575 5,094,365

無形固定資産 30,522 31,069

投資その他の資産   

その他 500,613 461,521

貸倒引当金 △52,620 △59,290

投資その他の資産合計 447,993 402,231

固定資産合計 5,318,092 5,527,666

資産合計 9,485,493 9,641,184
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(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 494,090 531,803

短期借入金 2,208,216 2,106,704

1年内償還予定の社債 － 200,000

未払金 1,285,187 1,553,735

未払法人税等 1,744 －

賞与引当金 10,000 55,000

その他 206,662 165,761

流動負債合計 4,205,901 4,613,005

固定負債   

長期借入金 2,107,556 1,874,684

退職給付引当金 101,238 98,912

役員退職慰労引当金 67,400 65,400

その他 635,833 636,440

固定負債合計 2,912,027 2,675,437

負債合計 7,117,929 7,288,443

純資産の部   

株主資本   

資本金 658,240 658,240

資本剰余金 211,245 211,245

利益剰余金 657,157 686,997

自己株式 △4,960 △4,882

株主資本合計 1,521,682 1,551,600

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △24,099 △68,839

土地再評価差額金 869,979 869,979

評価・換算差額等合計 845,880 801,140

純資産合計 2,367,563 2,352,741

負債純資産合計 9,485,493 9,641,184
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(2)【四半期損益計算書】 
【第１四半期累計期間】 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(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 2,733,464 2,045,348

売上原価 2,535,620 1,970,468

売上総利益合計 197,844 74,879

販売費及び一般管理費 136,016 118,945

営業利益又は営業損失（△） 61,827 △44,065

営業外収益   

受取利息 527 354

受取配当金 4,161 2,616

受取賃貸料 11,634 11,634

助成金収入 － 30,658

その他 2,525 4,525

営業外収益合計 18,848 49,789

営業外費用   

支払利息 19,362 17,977

その他 3,999 3,938

営業外費用合計 23,362 21,916

経常利益又は経常損失（△） 57,313 △16,191

特別利益   

固定資産売却益 158 695

受取補償金 605 －

貸倒引当金戻入額 － 7,460

特別利益合計 763 8,155

特別損失   

固定資産除却損 6,954 20,964

たな卸資産評価損 23,126 －

特別損失合計 30,080 20,964

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 27,996 △29,000

法人税、住民税及び事業税 17,759 839

法人税等合計 17,759 839

四半期純利益又は四半期純損失（△） 10,236 △29,839
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当第１四半期累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

該当事項はありません。 

  

  

  

当第１四半期累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

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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