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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 5,179 △50.0 △255 ― △256 ― △235 ―
21年3月期第1四半期 10,366 ― 689 ― 706 ― 368 ―

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 △15.06 ―
21年3月期第1四半期 19.59 ―

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 21,640 13,378 61.1 846.61
21年3月期 22,584 13,212 57.9 836.15

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  13,229百万円 21年3月期  13,066百万円

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 ― 10.00 ― 5.00 15.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
5.00 ― 5.00 10.00

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  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 
連結累計期間

11,500 △44.9 △150 ― △100 ― △180 ― △11.52

通期 25,000 △29.6 430 △67.1 450 △56.9 200 158.7 12.80



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、５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21年５月19日に公表いたしました連結業績予想は、第２四半期連結累計期間を本資料において修正しております。 
２．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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項 
  等については、５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。 

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 18,390,040株 21年3月期  18,390,040株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  2,763,070株 21年3月期  2,763,070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 15,626,970株 21年3月期第1四半期 18,784,147株



（参考）個別業績予想 
平成 22 年 3 月期の個別業績予想（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）個別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 8,000 △43.9 110 △85.8 270 △79.5 200 △77.6 12.80

通 期  16,500 △29.4 300 △57.1 500 △59.0 300 △47.8 19.20



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（平成21年４月１日から平成21年６月30日）におけるわが国経済は、世界的な金融危機

による景気低迷の中で推移いたしました。当社の主力事業分野の自動車業界におきましても、国内外の生産・販売台

数が大きく減少するなど、厳しい状況となりました。 

 このような環境のもとで、当社グループでは事業体制のスリム化並びに業務の効率化と経費削減を柱とする緊急対

策に取り組んでまいりました。 

 この結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は51億７千９百万円（前年同期比50.0％減）、営業損失は２億５千

５百万円（前年同期は営業利益６億８千９百万円）、経常損失は２億５千６百万円（前年同期は経常利益７億６百万

円）、四半期純損失は２億３千５百万円（前年同期は四半期純利益３億６千８百万円）となりました。 

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

①自動車関連部品事業 

自動車関連部品事業は、国内外における日系自動車メーカーの生産減少に伴い、売上高は国内、海外ともに大き

く減少いたしました。売上高は48億２千８百万円（前年同期比49.6%減）、営業損失は１千２百万円（前年同期は

営業利益９億２千６百万円）となりました。 

②情報・通信関連部品事業 

主力部品である携帯電話機用ヒンジの売上高は、国内外携帯電話機メーカーの出荷台数の伸び悩みにより、大き

く減少いたしました。売上高は２億円（前年同期比56.2%減）、営業損失は２千２百万円（前年同期は営業利益１

千５百万円）となりました。 

③その他関連部品事業 

売上高は１億５千万円（前年同期比53.2%減）、営業利益は２千４百万円（前年同期比44.6%減）となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（１）資産、負債及び純資産の状況  

当第１四半期連結会計期間末における資産の残高は、現金及び預金、受取手形及び売掛金、たな卸資産等の流

動資産の減少等により、前連結会計年度末比９億４千３百万円減少し216億４千万円となりました。 

 負債の残高は、支払手形及び買掛金の減少等により、前連結会計年度末比11億９百万円減少し82億６千２百万

円となりました。 

 純資産の残高は、評価・換算差額等が増加、利益剰余金等が減少した結果、133億７千８百万円となりまし

た。 

（２）キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に

比べ６億１千８百万円減少し34億５千１百万円となりました。 

 当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 営業活動の結果、３億９千７百万円の資金の減少となりました。 

 これは主に、売上債権が２億７千１百万円減少、たな卸資産が３億７千５百万円減少しましたが、税金等調整

前四半期純損失が２億６千万円、仕入債務が12億１千２百万円減少したことなどによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果、使用した資金は１億１千８百万円となりました。 

 これは主に、固定資産の取得１億１千８百万円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果、使用した資金は８千６百万円となりました。 

 これは主に、配当金の支払が７千８百万円あったことなどによるものであります。 



３．連結業績予想に関する定性的情報 

  第１四半期において自動車メーカーの在庫調整が一巡し、国内外の受注が回復傾向にあること及び前期末より推進

してきた緊急コスト削減施策も着実に効果が表れてきていることにより、第２四半期連結業績は、売上高、利益とも

に平成21年５月19日に公表した数値を上回る見込であります。 

 尚、通期の連結業績予想につきましては、下期の動向が不透明であることから、平成21年５月19日に公表した業績

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） 

当第１四半期連結会計期間において、重要な子会社の異動はありません。 

  

（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 

（簡便な会計処理） 

たな卸資産の評価方法 

当第１四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関して、実地たな卸を省略し前連結会計年度に係る実

地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。 

  

  

（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 

該当事項はありません。 



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

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 3,451,938 4,070,929

受取手形及び売掛金 4,702,212 4,898,258

商品及び製品 3,375,905 3,576,397

仕掛品 210,105 275,352

原材料及び貯蔵品 643,956 542,907

繰延税金資産 284,733 252,669

その他 492,032 631,583

貸倒引当金 △15,026 △16,698

流動資産合計 13,145,857 14,231,400

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,555,834 2,427,312

減価償却累計額 △837,019 △782,124

建物及び構築物（純額） 1,718,815 1,645,188

機械装置及び運搬具 4,711,474 4,405,959

減価償却累計額 △2,236,667 △2,013,797

機械装置及び運搬具（純額） 2,474,806 2,392,162

工具、器具及び備品 2,855,953 2,826,760

減価償却累計額 △2,464,362 △2,412,561

工具、器具及び備品（純額） 391,591 414,198

土地 621,753 600,324

建設仮勘定 5,440 17,068

有形固定資産合計 5,212,406 5,068,942

無形固定資産   

のれん 671,227 693,900

ソフトウエア 200,416 221,758

その他 133,028 126,586

無形固定資産合計 1,004,672 1,042,245

投資その他の資産   

投資有価証券 359,000 314,052

繰延税金資産 204,229 213,505

長期預金 600,000 600,000

その他 1,116,560 1,117,715

貸倒引当金 △1,852 △3,575

投資その他の資産合計 2,277,936 2,241,697

固定資産合計 8,495,015 8,352,885

資産合計 21,640,872 22,584,285



（単位：千円）

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 4,339,216 5,530,423

1年内償還予定の社債 240,000 240,000

未払法人税等 38,165 67,333

賞与引当金 67,289 108,000

役員賞与引当金 11,000 54,000

その他 666,395 438,181

流動負債合計 5,362,066 6,437,938

固定負債   

社債 2,260,000 2,260,000

繰延税金負債 44,962 41,968

退職給付引当金 498,088 515,716

その他 96,923 115,913

固定負債合計 2,899,974 2,933,598

負債合計 8,262,041 9,371,537

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,825,671 1,825,671

資本剰余金 1,611,444 1,611,444

利益剰余金 12,399,868 12,713,354

自己株式 △1,958,727 △1,958,727

株主資本合計 13,878,257 14,191,742

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 35,267 9,569

為替換算調整勘定 △683,630 △1,134,871

評価・換算差額等合計 △648,363 △1,125,302

新株予約権 3,360 3,360

少数株主持分 145,577 142,947

純資産合計 13,378,831 13,212,748

負債純資産合計 21,640,872 22,584,285



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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 10,366,556 5,179,040

売上原価 7,999,375 4,227,678

売上総利益 2,367,181 951,361

販売費及び一般管理費 1,677,255 1,206,544

営業利益又は営業損失（△） 689,926 △255,182

営業外収益   

受取利息 16,854 4,225

受取配当金 3,402 2,643

受取賃貸料 6,342 6,223

作業くず売却益 10,412 3,216

その他 22,540 7,134

営業外収益合計 59,552 23,442

営業外費用   

支払利息 2,936 11,300

為替差損 34,329 9,010

賃貸費用 4,801 4,110

その他 1,171 417

営業外費用合計 43,239 24,838

経常利益又は経常損失（△） 706,238 △256,578

特別利益   

固定資産売却益 3,112 11

貸倒引当金戻入額 4,448 4,191

その他 454 －

特別利益合計 8,014 4,203

特別損失   

固定資産除却損 769 471

固定資産売却損 3,507 1,492

ゴルフ会員権評価損 1,800 645

事業構造改善費用 － 5,585

特別損失合計 6,076 8,195

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（△）

708,177 △260,570

法人税、住民税及び事業税 178,478 16,021

法人税等調整額 156,493 △35,320

法人税等合計 334,971 △19,298

少数株主利益又は少数株主損失（△） 5,146 △5,921

四半期純利益又は四半期純損失（△） 368,058 △235,350



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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（△）

708,177 △260,570

減価償却費 251,044 207,517

のれん償却額 23,692 22,672

固定資産売却損益（△は益） 395 1,480

固定資産除却損 769 471

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6,675 △4,162

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,105 △17,761

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △334,126 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △74,574 △41,491

受取利息及び受取配当金 △20,257 △6,868

支払利息 2,936 11,300

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △61,000 △43,000

売上債権の増減額（△は増加） 175,149 271,380

たな卸資産の増減額（△は増加） △456,079 375,432

その他投資の増減額（△は増加） 8,766 177

仕入債務の増減額（△は減少） 137,338 △1,212,939

その他 107,691 341,418

小計 460,141 △354,941

利息及び配当金の受取額 15,186 5,280

利息の支払額 △2,936 △2,118

法人税等の支払額 △502,157 △45,802

営業活動によるキャッシュ・フロー △29,766 △397,582

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 △215,982 △113,415

有形固定資産の売却による収入 3,952 206

無形固定資産の取得による支出 △3,256 △5,425

投資有価証券の取得による支出 △795 △1,621

貸付けによる支出 △15,162 △1,375

貸付金の回収による収入 3,873 3,169

投資活動によるキャッシュ・フロー △227,371 △118,462

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 △17,602 △8,462

自己株式の取得による支出 △137,974 －

配当金の支払額 △188,891 △78,134

財務活動によるキャッシュ・フロー △344,468 △86,597

現金及び現金同等物に係る換算差額 △112,157 △16,349

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △713,763 △618,991

現金及び現金同等物の期首残高 7,675,922 4,070,929

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,962,159 3,451,938



（４）継続企業の前提に関する注記 

 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） 

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．事業区分の方法 

 事業は、製品・商品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品・商品 

  

〔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） 

  

 
自動車関連
部品事業 
（千円） 

情報・通信
関連部品事
業（千円） 

その他関連
部品事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

売上高 9,588,211 457,121 321,224 10,366,556 － 10,366,556 

営業利益 926,006 15,082 44,145 985,233 (295,307) 689,926 

 
自動車関連
部品事業 
（千円） 

情報・通信
関連部品事
業（千円） 

その他関連
部品事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

売上高 4,828,696 200,006 150,337 5,179,040 － 5,179,040 

営業利益又は営業損失（△） △12,351 △22,750 24,474 △10,627 (244,555) △255,182 

事業区分 主要製品・商品 

自動車関連部品事業 エンジン関連部品、車体組立用締結部品等 

情報・通信関連部品事業 携帯電話関連部品、ゲーム機関連部品 

その他関連部品事業 ＯＡ関連部品、その他関連部品 

 
日本 

（千円） 
アメリカ 
（千円） 

タイ 
（千円） 

英国 
（千円） 

中国 
（千円） 

フィンラ
ンド  

（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

売上高 7,971,104 2,214,275 942,967 548,041 591,424 25,161 12,292,975 (1,926,418) 10,366,556

営業利益又

は営業損失

（△） 

719,083 105,865 142,876 83,942 △19,553 2,537 1,034,752 (344,826) 689,926

 
日本 

（千円） 
アメリカ 
（千円） 

タイ 
（千円） 

英国 
（千円） 

中国 
（千円） 

フィンラ 
ンド  

（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

売上高 3,844,210 930,135 401,832 139,916 371,797 7,599 5,695,492 (516,452) 5,179,040

営業利益又

は営業損失

（△） 

131,504 △95,397 △15,890 △19,570 △48,486 △1,252 △49,093 (206,089) △255,182



〔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） 

 （注）１．国又は地域は地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

アジア…………タイ、中国、マレーシア、ベトナム、インドネシア等 

ヨーロッパ……英国、フィンランド、ベルギー、スペイン、ハンガリー等 

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。 

  

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 

  アメリカ アジア ヨーロッパ 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 2,216,213 1,388,171 607,801 4,212,186 

Ⅱ 連結売上高（千円）       10,366,556 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割

合（％） 
21.4 13.4 5.8 40.6 

  アメリカ アジア ヨーロッパ 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 938,302 711,845 169,766 1,819,914 

Ⅱ 連結売上高（千円）       5,179,040 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割

合（％） 
18.1 13.7 3.3 35.1 
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