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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 20,020 △27.8 △1,597 ― △1,693 ― △1,579 ―

21年3月期第1四半期 27,747 ― △44 ― △669 ― △431 ―

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 △41.58 ―

21年3月期第1四半期 △11.37 ―

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 68,027 15,242 19.5 348.92
21年3月期 66,503 15,218 19.8 347.56

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  13,268百万円 21年3月期  13,198百万円

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  

22年3月期の配当予想につきましては、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 ― ― ― 4.50 4.50
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

41,500 △37.3 △1,700 ― △2,000 ― △2,500 ― △65.83

通期 91,500 △25.3 500 △74.2 100 △87.6 △1,700 ― △44.77
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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  
但し、（株）ケーピーケィ（連結子会社）と（株）三国製作所（連結子会社）は平成21年4月に合併し、社名を群馬河西（株）（連結子会社）に変更いたしま
した。 

(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  無  

(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.上記予想には、現時点で入手可能な情報に基づく将来の予測が含まれています。今後の事業運営や為替の変動等内外の状況の変化により、実際の業
績が記載の予想値と大幅に異なる可能性があります。なお、上記予想に関する事項については、4ページ【定性的情報・財務諸表等】 3.連結予想に関する
定性的情報をご参照下さい。 
2.平成22年3月期の配当予想につきましては、事業環境が不透明であることから、現時点では未定とし、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。 

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 39,511,728株 21年3月期  39,511,728株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  1,483,786株 21年3月期  1,537,068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 37,987,864株 21年3月期第1四半期 37,938,422株
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【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 

当第１四半期連結会計期間における経済環境は、前年度後半からの世界的かつ深刻な景気後退により、グロ

ーバル規模で企業経営及び雇用情勢等への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、国内は全体的な需要低迷が続く中、政府のエコカー減税措置等の効果とハイブ

リッド車等環境対応車の受注増加から、一部で販売の回復の兆しが表れてきております。一方海外は、比較的

景気が堅調な中国市場を除き、本格的な需要の回復には至っておりません。 

このような経営環境の中で、当社グループの当第１四半期連結会計期間の連結売上高は、200億20百万円と

前年同期に比べ77億26百万円（△27.8％）の減収となりました。 

また、利益面につきましては、グループ挙げての合理化によるコストの削減及び設備投資の抑制、生産人員

の 適化等、様々な原価改善施策に取り組んできておりますが、売上の大幅な減少の影響から、営業損失は15

億97百万円（前年同期は44百万円の営業損失)、経常損失は16億93百万円（前年同期は６億69百万円の経常損

失）、四半期純損失は15億79百万円（前年同期は４億31百万円の損失）四半期純損失となりました。 

所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。 

(1) 日本 

自動車メーカーの減産の影響から、売上高は111億92百万円と前年同期に比べ56億８百万円(△

33.4％)の減収となり、11億91百万円の営業損失（前年同期は７億42百万円の営業損失）となりました。 

(2) 北米 

売上高は63億38百万円と前年同期に比べ12億７百万円(＋23.5％)の増収となりました。しかしながら、

前年同期は決算期変更のため対象期間が1ヶ月となっており、実質的には大幅な減収となりました。操

業度低下により、５億42百万円の営業損失(前年同期は３億57百万円の営業利益)となりました。 

(3) 欧州 

前期後半から続く取引先の在庫調整による減産及び為替換算等の影響により、売上高は11億65百万円

と前年同期に比べ34億23百万円(△74.6％)の減収となり、71百万円の営業損失(前年同期は３億53百万

円の営業利益)となりました。 

(4) アジア 

中国での堅調な受注動向により、売上高は13億24百万円と前年同期に比べ97百万円(＋7.9％)の増収

となり、営業利益は２億91百万円と前年同期に比べ８百万円の増益となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

当第１四半期末における総資産は680億27百万円となり、前連結会計年度末に比べ15億23百万円の増加と

なりました。これは主に、株式市場の回復により投資有価証券が11億74百万円増加したこと等によるもの

であります。 

（負債） 

当第１四半期末における負債は527億85百万円となり、前連結会計年度末に比べ15億円の増加となりまし

た。これは主に、借入金が23億81百万円増加したこと等によるものであります。 

（純資産） 

当第１四半期末における純資産は152億42百万円となり、前連結会計年度末に比べ23百万円の増加となり

ました。これは主に、利益剰余金が17億50百万円減少するとともに、評価･換算差額等が18億7百万円増加

したこと等によるものであります。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、税金等調整前四半期純損失の発

生等により１億42百万円の資金を使用いたしました。投資活動によるキャッシュ・フローでは、有形固定

資産の取得等により16億83百万円の資金を使用いたしました。財務活動によるキャッシュ・フローでは、

短期及び長期借入金の増加により15億28百万円の資金を獲得いたしました。これらの活動の結果、当第１

四半期末における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1億16百万円減少し、13億

89百万円となりました。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

当グループでは現在の厳しい経営環境を克服し、企業体質の改革を図るべく、あらゆるコストの低減活

動を推進中であり、その成果は着実に表れてきております。市場環境の先行きは依然として不透明な状況

が続いており、現段階では、平成21年5月12日公表しました第2四半期連結累計期間及び通期の連結業績予

想を、変更しておりません。 

 

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） 

該当事項はありません。 

但し、㈱ケーピーケィ（連結子会社）と㈱三国製作所（連結子会社）は 平成21年４月に合併し、 

社名を群馬河西㈱（連結子会社）に変更いたしました。 

(2) 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 

 該当事項はありません。 

(3) 連結子会社の四半期連結決算日の変更 

 該当事項はありません。 

(4) 四半期財務諸表諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

 該当事項はありません。 

 

4



河西工業株式会社 （7256）平成22年３月期 第１四半期決算短信 

 

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 1,389 1,505

  受取手形及び売掛金 11,242 11,183

  製品 447 426

  仕掛品 3,074 3,309

  原材料及び貯蔵品 2,060 2,135

  その他 3,052 2,566

  貸倒引当金 △24 △53

  流動資産合計 21,241 21,072

 固定資産 

  有形固定資産 

   建物及び構築物 27,131 26,290

    減価償却累計額 △12,763 △12,259

    建物及び構築物（純額） 14,367 14,030

   機械装置及び運搬具 38,548 37,018

    減価償却累計額 △27,409 △25,464

    機械装置及び運搬具（純額） 11,138 11,554

   工具、器具及び備品 19,810 18,718

    減価償却累計額 △14,999 △13,597

    工具、器具及び備品（純額） 4,811 5,121

   土地 5,668 5,635

   建設仮勘定 2,927 2,517

   有形固定資産合計 38,913 38,858

  無形固定資産 2,424 2,536

  投資その他の資産 

   投資有価証券 4,096 2,921

   その他 1,359 1,122

   貸倒引当金 △7 △7

   投資その他の資産合計 5,448 4,036

  固定資産合計 46,786 45,431

 資産合計 68,027 66,503
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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 8,840 9,536

  短期借入金 18,155 16,974

  未払法人税等 238 349

  賞与引当金 341 557

  その他 7,086 7,256

  流動負債合計 34,662 34,675

 固定負債 

  長期借入金 13,134 11,933

  退職給付引当金 2,158 2,167

  役員退職慰労引当金 － 13

  その他 2,830 2,495

  固定負債合計 18,122 16,610

 負債合計 52,785 51,285

（純資産の部） 

 株主資本 

  資本金 5,821 5,821

  資本剰余金 5,156 5,156

  利益剰余金 5,957 7,707

  自己株式 △480 △492

  株主資本合計 16,454 18,192

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 999 320

  繰延ヘッジ損益 △135 －

  為替換算調整勘定 △4,049 △5,314

  評価・換算差額等合計 △3,185 △4,993

 少数株主持分 1,973 2,019

 純資産合計 15,242 15,218

負債純資産合計 68,027 66,503
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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 27,747  20,020

売上原価 24,889  19,415

売上総利益 2,857  604

販売費及び一般管理費 2,902  2,202

営業損失（△） △44  △1,597

営業外収益  

 受取利息 12  4

 受取配当金 33  24

 受取賃貸料 －  10

 補助金収入 －  15

 その他 34  32

 営業外収益合計 81  87

営業外費用  

 支払利息 117  124

 為替差損 570  45

 その他 18  13

 営業外費用合計 706  183

経常損失（△） △669  △1,693

特別利益  

 前期損益修正益 15  －

 固定資産売却益 8  0

 貸倒引当金戻入益 －  31

 特別利益合計 24  32

特別損失  

 固定資産除却損 7  8

 その他 1  －

 特別損失合計 8  8

税金等調整前四半期純損失（△） △654  △1,669

法人税、住民税及び事業税 403  △339

法人税等調整額 △638  264

法人税等合計 △234  △75

少数株主利益又は少数株主損失（△） 11  △14

四半期純損失（△） △431  △1,579
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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（△） △654  △1,669

 減価償却費 1,291  1,913

 引当金の増減額(△は減少) △345  △274

 受取利息及び受取配当金 △46  △29

 支払利息 117  124

 有形固定資産売却損益(△は益) △7  △0

 有形固定資産除却損 7  8

 売上債権の増減額(△は増加) △748  169

 たな卸資産の増減額(△は増加) 227  503

 仕入債務の増減額(△は減少) △343  △905

 その他 3,551  325

 小計 3,049  165

 利息及び配当金の受取額 105  29

 利息の支払額 △171  △161

 法人税等の支払額 △621  △176

 営業活動によるキャッシュ・フロー 2,362  △142

投資活動によるキャッシュ・フロー  

 有形固定資産の取得による支出 △3,775  △1,659

 有形固定資産の売却による収入 873  162

 その他 △573  △186

 投資活動によるキャッシュ・フロー △3,475  △1,683

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) 1,991  1,323

 長期借入による収入 －  1,500

 長期借入金の返済による支出 △268  △569

 配当金の支払額 △341  △171

 少数株主への配当金の支払額 △159  △39

 その他 △121  △514

 財務活動によるキャッシュ・フロー 1,100  1,528

現金及び現金同等物に係る換算差額 △224  182

現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △236  △116

現金及び現金同等物の期首残高 1,893  1,505

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,656  1,389
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

当第１四半期連結会計期間（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。 

 

(5) セグメント情報 

【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）及び当第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）における全セグメントの売上高の

合計及び営業損益の絶対値に占める「自動車内装部品事業」の割合が90％を超えているため、事業

の種類別セグメント情報の記載を省略しています。 

 

【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） 

 

 
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 16,800 5,130 4,588 1,227 27,747 － 27,747

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 

899 － － 122 1,021 （1,021） －

計 17,700 5,130 4,588 1,350 28,769 （1,021） 27,747

営業費用 18,442 4,772 4,234 1,067 28,517 （724） 27,792

営業利益又は営業損失(△) △742 357 353 283 252 （297） △44

(注)  国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(1) 国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。 

(2) 「北米」の区分に属する主な国又は地域は、米国であります。 

(3) 「欧州」の区分に属する主な国又は地域は、英国であります。 

(4) 「アジア」の区分に属する主な国又は地域は、中国であります。 

 

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） 

 
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 11,192 6,338 1,165 1,324 20,020 － 20,020

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 

297 － － 22 320 （320） －

計 11,489 6,338 1,165 1,347 20,340 （320） 20,020

営業費用 12,681 6,880 1,236 1,056 21,854 （236） 21,618

営業利益又は営業損失(△) △1,191 △542 △71 291 △1,513 （84） △1,597

(注)  国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(1) 国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。 

(2)「北米」の区分に属する主な国又は地域は、米国であります。 

(3)「欧州」の区分に属する主な国又は地域は、英国であります。 

(4)「アジア」の区分に属する主な国又は地域は、中国であります。 
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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） 

 

 北米 欧州 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 5,130 4,605 1,268 11,004

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － 27,747

Ⅲ 連結売上高に占める海外
売上高の割合（％） 

18.5 16.6 4.6 39.7

(注) １ 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。 

２ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(1) 国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。 

(2) 「北米」の区分に属する主な国又は地域は、米国であります。 

(3) 「欧州」の区分に属する主な国又は地域は、英国であります。 

(4) 「その他の地域」の区分に属する主な国又は地域は、中国であります。 

 

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） 

 

 北米 欧州 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 6,338 1,168 1,648 9,155

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － 20,020

Ⅲ 連結売上高に占める海外
売上高の割合（％） 

31.7 5.8 8.2 45.7

(注) １ 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。 

２ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(1) 国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。 

(2) 「北米」の区分に属する主な国又は地域は、米国であります。 

(3) 「欧州」の区分に属する主な国又は地域は、英国であります。 

(4) 「その他の地域」の区分に属する主な国又は地域は、中国であります。 

 

 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

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。 
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