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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 121,938 △39.2 △8,037 ― △8,050 ― △8,656 ―

21年3月期第1四半期 200,701 ― 367 ― △878 ― △1,303 ―

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 △32.30 ―

21年3月期第1四半期 △4.86 ―

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 295,451 106,319 32.6 359.48
21年3月期 289,616 114,109 35.8 386.54

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  96,354百万円 21年3月期  103,605百万円

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  

現時点での平成22年３月期の配当予想については未定であります。 

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 ― 3.75 ― 0.00 3.75
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  
（注）第２四半期連結累計期間に係る連結業績予想は行っておりません。 

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

― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 550,000 △17.8 △12,000 ― △15,000 ― △21,000 ― △78.35
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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．平成22年３月期の配当予想については、今後の業績動向を見極めつつ提案したいと考えております。配当予想額の開示が可能になった時点で速やか
に開示を行うものといたします。 
２．本資料に掲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作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因
によって予想数値と異なる場合があります。なお、上記の業績予想に関する事項につきましては、【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。 

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 273,241,631株 21年3月期  273,241,631株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  5,206,838株 21年3月期  5,205,965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 268,035,121株 21年3月期第1四半期 268,037,099株
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当第1四半期連結累計期間においては、昨秋以降、世界規模で急速に悪化した経済情勢に回復の兆しが見えず、

厳しい状況が続くこととなりました。特に自動車産業において中国等の新興市場で需要拡大が見られるものの、日

本、米国、欧州の成熟市場では販売数量が回復せず、米国の大手自動車会社が深刻な経営危機に陥るなど、極めて

厳しい環境に見舞われております。 

このような状況下において、当社グループは主要取引先の販売台数減少の影響に伴い、前年同期と比較して減収

減益となりましたが、販売数量の確保を図るとともに、コスト削減のためのあらゆる施策に取り組んでまいりまし

た。 

その結果、当社グループの売上高は、主要得意先の販売台数の減少により1,219億円となり前年同期に比較して

787億円（39.2%）の減収となりました。 

一方、利益面につきましては、グループあげての原価低減・固定費コストの削減活動等の効果はありましたもの

の、台数減の影響により、営業損失は80億３千万円となり、前年同期に比較して84億円の減益となりました。ま

た、経常損失は、為替差益７億円の計上（前年同期は為替差損13億３千万円の計上）がありましたものの、デリバ

ティブ損失３億６千万円の計上等の影響により、80億５千万円の損失となり、前年同期に比較して71億７千万円の

減益となりました。 

四半期純損失につきましては、特別損益において、関係会社再編関連損失の減少（当第1四半期連結累計期間５

千万円、前年同期３億５千万円）、固定資産除却損の減少（当第1四半期連結累計期間３千万円、前年同期１億９

千万円）がありましたものの、減損損失を５億８千万円計上いたしました。また、法人税等の計上５億３千万円

（前年同期は５億３千万円のマイナス計上）、少数株主損失の計上６億４千万円（前年同期は少数株主利益２億２

千万円の計上）等の影響により、86億５千万円の損失となり、前年同期に比較して73億５千万円の減益となりまし

た。 

  

  

(資産) 

流動資産は前連結会計年度末に比べて75億４千万円増加し1,408億６千万円となりました。 

 これは主として受取手形及び売掛金の増加(119億６千万円)、原材料及び貯蔵品の減少（17億４千万円）及び商

品及び製品の減少（14億７千万円）等によるものです。 

 固定資産は前連結会計年度末に比べて17億円減少し1,545億８千万円となりました。 

 これは主として機械装置及び運搬具（純額）の減少(16億３千万円)等によるものです。 

(負債) 

流動負債は前連結会計年度末に比べて144億２千万円増加し1,678億４千万円となりました。 

 これは主として短期借入金の増加（107億６千万円）及び支払手形及び買掛金の増加(43億３千万円)等によるも

のです。 

固定負債は前連結会計年度末に比べて７億９千万円減少し212億９千万円となりました。 

 これは主として退職給付引当金の減少(８億２千万円)等によるものです。 

(純資産) 

純資産合計は前連結会計年度末に比べて77億９千万円減少し1,063億１千万円となりました。 

 これは主として利益剰余金の減少（86億５千万円）はありましたものの、為替換算調整勘定の増加（10億６千万

円）等によるものです。 

  

  

当年度の業績予想については、概ね予想の範囲内で推移しているため、平成21年5月14日の決算発表時の連結業

績予想を変更しておりません。 

また、業績管理を年次で行っているため、第２四半期累計連結期間に係る業績予想は行っておりません。   

  

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）
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１． 当第１四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関して、一部の連結子会社において実地棚卸を省略

し前連結会計年度に係る実施棚卸を基礎として、合理的な方法により算定しています。 

２． 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についての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、又は、一時差異等の発生状況に著しい変化が認められた場

合には、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・プランニングに当該著しい変化の影

響を加味したものを利用する方法によっております。 

３． 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引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、税引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に含めて表示しております。 

  

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

（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 10,397 10,745

受取手形及び売掛金 81,391 69,425

商品及び製品 8,105 9,577

仕掛品 4,812 4,781

原材料及び貯蔵品 19,669 21,416

繰延税金資産 422 860

その他 16,834 17,152

貸倒引当金 △766 △635

流動資産合計 140,866 133,324

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 36,587 36,539

機械装置及び運搬具（純額） 61,059 62,694

土地 17,875 17,862

建設仮勘定 3,917 3,695

その他（純額） 15,428 15,923

有形固定資産合計 134,868 136,716

無形固定資産   

のれん 276 289

ソフトウエア 7,814 4,895

ソフトウエア仮勘定 794 4,011

その他 347 352

無形固定資産合計 9,232 9,548

投資その他の資産   

投資有価証券 7,949 7,824

繰延税金資産 1,135 666

その他 1,407 1,544

貸倒引当金 △7 △7

投資その他の資産合計 10,484 10,027

固定資産合計 154,584 156,292

資産合計 295,451 289,616
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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 70,785 66,448

短期借入金 68,410 57,649

未払費用 17,767 16,283

未払法人税等 859 846

その他 10,016 12,192

流動負債合計 167,840 153,420

固定負債   

長期借入金 228 251

繰延税金負債 2,973 2,709

退職給付引当金 12,889 13,714

製品保証引当金 3,599 3,733

その他 1,600 1,677

固定負債合計 21,291 22,086

負債合計 189,132 175,507

純資産の部   

株主資本   

資本金 41,456 41,456

資本剰余金 59,638 59,638

利益剰余金 19,843 28,501

自己株式 △3,709 △3,710

株主資本合計 117,228 125,884

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △28 △45

在外子会社土地再評価差額金 293 293

在外子会社未積立年金債務 △5,343 △5,664

為替換算調整勘定 △15,795 △16,862

評価・換算差額等合計 △20,874 △22,279

少数株主持分 9,964 10,504

純資産合計 106,319 114,109

負債純資産合計 295,451 289,616
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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 200,701 121,938

売上原価 188,470 120,792

売上総利益 12,231 1,145

販売費及び一般管理費   

運搬費 694 375

製品保証引当金繰入額 1,378 392

貸倒引当金繰入額 11 94

給料手当及び賞与 3,733 3,059

退職給付引当金繰入額 264 273

役員退職慰労引当金繰入額 33 －

支払手数料 1,739 1,349

その他 4,008 3,638

販売費及び一般管理費合計 11,864 9,183

営業利益又は営業損失（△） 367 △8,037

営業外収益   

受取利息 250 54

受取配当金 5 87

為替差益 － 701

持分法による投資利益 57 －

その他 266 114

営業外収益合計 578 957

営業外費用   

支払利息 371 215

為替差損 1,336 －

持分法による投資損失 － 53

デリバティブ損失 － 364

その他 115 336

営業外費用合計 1,823 970

経常損失（△） △878 △8,050

特別利益   

固定資産売却益 37 20

退職給付制度改定益 － 30

その他 7 1

特別利益合計 44 52

特別損失   

固定資産売却損 2 －

固定資産除却損 190 32

関係会社再編関連損失 359 54

減損損失 － 589

過年度退職給付引当金繰入額 134 －

その他 93 96

特別損失合計 780 772

税金等調整前四半期純損失（△） △1,614 △8,770

法人税等 △538 530

少数株主利益又は少数株主損失（△） 227 △644

四半期純損失（△） △1,303 △8,656
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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損失（△） △1,614 △8,770

減価償却費 7,102 6,844

減損損失 － 589

貸倒引当金の増減額（△は減少） 531 127

退職給付引当金の増減額（△は減少） △318 △556

製品保証引当金の増減額（△は減少） △197 △218

受取利息及び受取配当金 △255 △141

支払利息 371 215

持分法による投資損益（△は益） △57 53

有形固定資産除売却損益（△は益） 155 15

売上債権の増減額（△は増加） 505 △9,835

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,223 4,181

仕入債務の増減額（△は減少） △6,986 2,762

その他 3,034 △1,792

小計 1,048 △6,524

利息及び配当金の受取額 292 112

利息の支払額 △371 △221

法人税等の支払額 △72 △764

営業活動によるキャッシュ・フロー 897 △7,398

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 △40 △9

有形固定資産の取得による支出 △8,101 △5,397

有形固定資産の売却による収入 119 37

無形固定資産の取得による支出 △308 △373

投資有価証券の取得による支出 △2 △2

貸付けによる支出 △304 △43

貸付金の回収による収入 311 1,839

その他 △6 △7

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,332 △3,956

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） 2,441 10,846

長期借入金の返済による支出 △186 △186

配当金の支払額 △1,005 －

少数株主への配当金の支払額 △136 △25

自己株式の純増減額（△は増加） △1 1

その他 △249 △31

財務活動によるキャッシュ・フロー 862 10,604

現金及び現金同等物に係る換算差額 △473 391

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △7,046 △359

現金及び現金同等物の期首残高 21,811 10,742

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

1 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 14,766 10,382
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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） 

事業区分の方法につきましては、自動車部品事業の売上高及び営業利益の金額が、全セグメントの売上高の合

計及び営業利益の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載

を省略しております。 

  

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） 

事業区分の方法につきましては、自動車部品事業の売上高及び営業利益の金額が、全セグメントの売上高の合

計及び営業利益の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載

を省略しております。  

  

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） 

（注）１．国又は地域の区分の方法 

地理的近接度をベースに事業活動の相互関連性により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

北米 ：米国、メキシコ 

欧州 ：ヨーロッパ諸国、南アフリカ 

アジア：東アジア、東南アジア諸国 

３．消去又は全社は、消去によるものであります。 

  

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．国又は地域の区分の方法 

地理的近接度をベースに事業活動の相互関連性により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

北米 ：米国、メキシコ 

欧州 ：ヨーロッパ諸国、南アフリカ 

アジア：東アジア、東南アジア諸国 

３．消去又は全社は、消去によるものであります。 

（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〕

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（百万円） 
北米

（百万円）
欧州

（百万円）
アジア

（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 
 113,924  37,593  26,466  22,717  200,701  －  200,701

② セグメント間の内部

売上高 
 7,687  285  125  3,862  11,960  (11,960)  －

計  121,612  37,878  26,591  26,579  212,662  (11,960)  200,701

営業利益又は営業損失

（△） 
 △1,318  △769  1,149  1,302  363  3  367

  
日本 

（百万円） 
北米

（百万円）
欧州

（百万円）
アジア

（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 
 66,954  19,808  17,162  18,012  121,938  －  121,938

② セグメント間の内部

売上高 
 4,909  55  16  1,596  6,578  (6,578)  －

計  71,863  19,864  17,179  19,608  128,516  (6,578)  121,938

営業利益又は営業損失

（△） 
 △5,854  △2,865  5  557  △8,156  119  △8,037
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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） 

（注）１．国又は地域の区分の方法 

地理的近接度をベースに事業活動の相互関連性により区分しております。 

２．各区分に属する主な国又は地域 

北米 ：米国、メキシコ 

欧州 ：ヨーロッパ諸国、南アフリカ 

アジア：東アジア、東南アジア諸国及びオーストラリア 

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。 

  

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．国又は地域の区分の方法 

地理的近接度をベースに事業活動の相互関連性により区分しております。 

２．各区分に属する主な国又は地域 

北米 ：米国、メキシコ 

欧州 ：ヨーロッパ諸国、南アフリカ 

アジア：東アジア、東南アジア諸国及びオーストラリア 

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。 

   

 該当事項はありません。 

   

〔海外売上高〕

  北米 欧州 アジア 計

Ⅰ．海外売上高（百万円）  38,832  28,769  23,215  90,817

Ⅱ．連結売上高（百万円）  －  －  －  200,701

Ⅲ．海外売上高の連結売上高に

占める割合（％） 
 19.3  14.3  11.6  45.2

  北米 欧州 アジア 計

Ⅰ．海外売上高（百万円）  20,806  18,732  19,302  58,841

Ⅱ．連結売上高（百万円）  －  －  －  121,938

Ⅲ．海外売上高の連結売上高に

占める割合（％） 
 17.1  15.4  15.8  48.3

（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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