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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 9,249 △36.0 △107 ― △121 ― △275 ―
21年3月期第1四半期 14,453 ― 833 ― 1,290 ― 848 ―

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 △14.10 ―
21年3月期第1四半期 43.51 ―

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 56,875 33,239 58.1 1,687.94
21年3月期 56,866 32,734 57.2 1,663.29

（参考） 自己資本 22年3月期第1四半期 33,023百万円 21年3月期 32,511百万円

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第２四半期末日および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。

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 ― 9.00 ― 6.00 15.00
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 18,300 △37.0 △500 ― △730 ― △760 ― △38.85

通期 40,000 △20.2 0 ― △50 ― △150 ― △7.67
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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
〔（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）

(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、現時点で入手可能な情報に基づき、当社が判断したものであり、潜在的なリスクや不

確実性が含まれています。この影響のため、実際の業績が記載の見通しとは異なる可能性があります。
２．平成22年３月期の配当予想額は未定であります。配当予想額は、予想額の開示が可能となった時点で速やかに開示する予定であります。

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 19,995,387株 21年3月期 19,995,387株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期 430,903株 21年3月期 449,067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 19,559,719株 21年3月期第1四半期 19,492,853株
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当第１四半期におけるわが国経済は、一部の産業分野において輸出や生産に持ち直しの兆しが見られる
ものの、企業収益は大幅に悪化し、設備投資の減少や雇用情勢の悪化など、依然として厳しい状況が続い
ております。
自動車業界におきましては、政府による減税措置や補助金制度のスタートにより、販売台数の持ち直し

の動きが見え始めましたが、依然として前年同月比でマイナスの状況が続いております。このような環境
の中、当社グループの主力である自動車用部品の生産は大幅に減少しました。
この結果、当第１四半期における売上高は92億49百万円（前年同期比36.0％減）となりました。利益に

つきましては、コスト削減等総原価低減活動を推し進めたものの，営業損失は１億７百万円（前年同期は
営業利益８億33百万円）、経常損失は１億21百万円（前年同期は経常利益12億90百万円）、四半期純損失
は２億75百万円（前年同期は四半期純利益８億48百万円）となりました。

世界的な自動車生産台数の減少が大きく影響し、売上高は85億９百万円（前年同期比36.2％減）とな
り、営業損失は67百万円（前年同期は営業利益７億66百万円）となりました。

住宅着工戸数および土木事業等の減少などにより、一般産業資材の大きな需要減少となりました結
果、売上高は７億39百万円（前年同期比34.3％減）となり、営業損失は39百万円（前年同期は営業利益
67百万円）となりました。

当第１四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べ８百万円増加し568億75百万円となりまし
た。主な増加は投資有価証券および受取手形及び売掛金などであり、主な減少は現金及び預金などであり
ます。負債は、前連結会計年度末に比べ４億96百万円減少し236億36百万円となりました。主な増加は流
動負債その他などであり、主な減少は賞与引当金などであります。また、純資産は前連結会計年度末に比
べ５億４百万円増加し332億39百万円となりました。主な増加は為替換算調整勘定およびその他有価証券
評価差額金であり、主な減少は四半期純損失の計上などによる利益剰余金であります。

通期の業績予想は前回公表（平成21年５月12日）しました連結業績予想に変更はありません。

該当事項はありません。

①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、連結会計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。
②繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

繰延税金資産の回収可能性の判断にあたり、前連結会計年度末の検討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。

【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

(1) 自動車用部品

(2) 一般産業資材

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

(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 9,816 10,220
受取手形及び売掛金 9,332 9,030
製品 1,305 1,346
仕掛品 868 832
原材料及び貯蔵品 760 823
未収還付法人税等 545 404
その他 1,121 1,249

貸倒引当金 △98 △99

流動資産合計 23,652 23,808

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 6,542 6,538
機械装置及び運搬具（純額） 9,247 9,413
その他（純額） 6,300 6,303

有形固定資産合計 22,091 22,255

無形固定資産 758 778
投資その他の資産

投資有価証券 9,229 8,590
その他 1,148 1,439

貸倒引当金 △4 △4

投資その他の資産合計 10,373 10,024

固定資産合計 33,222 33,058

資産合計 56,875 56,866
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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 4,381 4,826
短期借入金 5,169 5,139
未払法人税等 57 69
賞与引当金 393 765
製品保証引当金 187 199
その他 2,865 2,548

流動負債合計 13,054 13,548

固定負債

長期借入金 7,610 7,625
退職給付引当金 2,347 2,392
役員退職慰労引当金 335 341
負ののれん 64 69
その他 223 155

固定負債合計 10,581 10,583

負債合計 23,636 24,132

純資産の部

株主資本

資本金 3,364 3,364
資本剰余金 3,660 3,660
利益剰余金 27,747 28,141
自己株式 △440 △459

株主資本合計 34,332 34,707

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 518 278
為替換算調整勘定 △1,827 △2,474

評価・換算差額等合計 △1,309 △2,196

新株予約権 23 42
少数株主持分 191 180

純資産合計 33,239 32,734

負債純資産合計 56,875 56,866
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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：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 14,453 9,249
売上原価 11,800 8,015

売上総利益 2,653 1,233

販売費及び一般管理費

荷造運搬費 704 473
給料及び賞与 297 278
その他 818 588

販売費及び一般管理費合計 1,819 1,341

営業利益又は営業損失（△） 833 △107

営業外収益

受取利息 10 5
受取配当金 47 38
負ののれん償却額 6 4
持分法による投資利益 437 －

為替差益 － 53
その他 110 52

営業外収益合計 612 154

営業外費用

支払利息 33 52
固定資産除却損 62 45
為替差損 42 －

持分法による投資損失 － 37
その他 17 31

営業外費用合計 155 168

経常利益又は経常損失（△） 1,290 △121
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（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)

特別利益

役員退職慰労引当金戻入額 1 －

退職給付引当金戻入額 2 －

貸倒引当金戻入額 0 0

特別利益合計 3 0

特別損失

投資有価証券評価損 0 －

固定資産売却損 － 1
固定資産除却損 15 3

特別損失合計 15 5

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（△） 1,278 △127

法人税、住民税及び事業税 168 △103

法人税等調整額 246 250

法人税等合計 414 147

少数株主利益 15 1

四半期純利益又は四半期純損失（△） 848 △275
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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又は税金等調整前四半
期純損失（△） 1,278 △127

減価償却費 1,077 997
貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 0
退職給付引当金の増減額（△は減少） △66 △45

受取利息及び受取配当金 △57 △44

支払利息 33 52
為替差損益（△は益） 57 △53

持分法による投資損益（△は益） △437 37
固定資産除却損 77 49
固定資産売却損益（△は益） 0 1
売上債権の増減額（△は増加） 40 △303

たな卸資産の増減額（△は増加） 599 67
仕入債務の増減額（△は減少） △18 △416

その他 △307 403

小計 2,276 620

利息及び配当金の受取額 463 44
利息の支払額 △26 △51

法人税等の支払額 △632 92

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,081 705

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 － △0

定期預金の払戻による収入 338 2
有形固定資産の取得による支出 △1,435 △1,018

有形固定資産の売却による収入 7 1
無形固定資産の取得による支出 △35 △14

投資有価証券の取得による支出 △486 △3

関係会社株式の取得による支出 △42 －

貸付金の回収による収入 10 5
その他 △62 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,706 △1,027
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（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)

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 200 1,050
短期借入金の返済による支出 △200 △1,065

自己株式の取得による支出 0 0
配当金の支払額 △175 △117

その他 － 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △174 △133

現金及び現金同等物に係る換算差額 △57 31

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 141 △424

現金及び現金同等物の期首残高 6,892 9,856

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,034 9,432
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該当事項はありません。

【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）

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）

【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）

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）

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

区分 自動車用部品
(百万円)

一般産業資材
(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 13,328 1,124 14,453 ─ 14,453

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高 ─ ─ ─ (─) ─

計 13,328 1,124 14,453 (─) 14,453

営業利益 766 67 833 (─) 833

区分 自動車用部品
(百万円)

一般産業資材
(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 8,509 739 9,249 ─ 9,249

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高 ─ ─ ─ (─) ─

計 8,509 739 9,249 (─) 9,249

営業損失（△） △67 △39 △107 (─) △107

区分 日本
(百万円)

アジア
(百万円)

その他の地域
(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 12,022 2,095 335 14,453 ― 14,453

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高 753 199 0 953 (953) ─

計 12,775 2,295 335 15,406 (953) 14,453

営業利益 540 291 21 852 (19) 833

区分 日本
(百万円)

アジア
(百万円)

その他の地域
(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 7,622 1,400 226 9,249 ― 9,249

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高 339 8 2 350 (350) ─

計 7,961 1,409 228 9,600 (350) 9,249

営業利益又は営業損失（△） △221 115 △16 △122 14 △107
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【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）

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）

該当事項はありません。

アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 1,935 892 2,828

Ⅱ 連結売上高(百万円) 14,453

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 13.4 6.2 19.6

アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 1,378 536 1,915

Ⅱ 連結売上高(百万円) 9,249

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 14.9 5.8 20.7

(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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