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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 5,412 △55.0 △729 ― △661 ― △371 ―
21年3月期第1四半期 12,021 ― 931 ― 955 ― 528 ―

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 △12.66 ―
21年3月期第1四半期 18.00 ―

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 41,864 17,682 40.9 583.44
21年3月期 41,781 17,822 41.4 589.07

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  17,126百万円 21年3月期  17,290百万円

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  
現時点では平成22年３月期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 ― 6.00 ― 0.00 6.00
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

12,500 △49.3 △650 ― △700 ― △750 ― △25.55

通期 28,000 △29.1 △400 ― △550 ― △650 ― △22.14



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。 

(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 
※業績予想の適切な利用に関する説明、その他の特記事項 
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、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、４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参照ください。 
２．平成22年３月期の配当予想につきましては、現時点で判断する業績予想を鑑み、未定とさせていただきます。予想額の開示は可能となった時点で速や
かに開示いたします。 

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 29,424,635株 21年3月期  29,424,635株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  70,369株 21年3月期  72,179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 29,354,351株 21年3月期第1四半期 29,354,375株



 当第１四半期におけるわが国経済は、在庫調整の進展、政府の景気刺激策などにより、悪化に歯止めがかかっ

た状況になっておりますが、設備投資の低迷や、雇用、個人所得環境の悪化により本格的な回復には至っており

ません。 

  当社グループの関連するトラック製造業界は、海外市場では、世界的な景気後退や円高を背景に輸出が伸び

ず、また国内市場につきましても、在庫調整は進展したものの、景気低迷による企業収益の悪化等の影響によ

り、国内登録台数は 台と前年同期比58.5％の減少となりました。 

 このような状況のもと、当社グループは前年度後半より始まった急激な減産の影響を受け、第１四半期におけ

る連結売上高は、54億12百万円（前年同期比55.0％減）となりました。損益面におきましても、減産の影響が大

きく、グループを挙げて人件費削減を含めた総原価低減活動を推進いたしましたが、連結営業損失は７億29百万

円（同178.3％減）、連結経常損失は６億61百万円（同169.2％減）、連結四半期純損失は３億71百万円（同

170.3％減）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。 

 自動車部品等製造事業は売上高52億77百万円（前年同期比55.6％減）、営業損失は５億68百万円（同149.3％

減）、不動産賃貸事業は売上高１億34百万円（同 増減なし）、営業利益46百万円（同17.0％増）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。 

 日本は売上高45億27百万円（前年同期比56.5％減）、営業損失は４億34百万円（同146.7％減）、アジアは売

上高10億43百万円（同56.0％減）、営業損失21百万円（同108.2％減）、北米は売上高１億５百万円（同10.4％

減）、営業損失46百万円（前年同期は営業損失10百万円）となりました。 

   

  

（１）資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

総資産については、前年度末比0.2％増の418億64百万円（前連結会計年度末は、417億81百万円）となり82百万

円増加いたしました。この主な要因は、前年度末に比べ、現金及び預金の増加７億６百万円に受取手形及び売掛

金の減少４億93百万円、たな卸資産の減少１億97百万円を加味したことによるものであります。 

（負債） 

負債については、前年度末比0.9％増の241億82百万円（前連結会計年度末は、239億59百万円）となり２億22百

万円増加いたしました。この主な要因は、前年度末に比べ支払手形及び買掛金の減少４億45百万円、設備支払手

形の減少８億31百万円に長期借入金の増加13億82百万円を加味したことによるものであります。 

（純資産） 

純資産については、前年度末比0.8％減の176億82百万円（前連結会計年度末は、178億22百万円）となり１億39

百万円減少いたしました。この主な要因は、四半期純損失計上等に伴う利益剰余金の減少３億72百万円に、株価

上昇等の影響によるその他有価証券評価差額金の増加88百万円を加味したことによるものであります。この結

果、自己資本比率は前年度末41.4%から40.9%となりました。  

   

（２）連結キャッシュ・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29億46百万円となりま

した。当四半期連結会計期間における連結キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 

（営業活動におけるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、前年同期比50.4％減の４億20百万円となりました。この主な要因は、税金等調

整前四半期純損失６億円に、減価償却費５億75百万円、売上債権の減少額５億35百万円、たな卸資産の減少額２

億30百万円と仕入債務の減少額４億60百万円を加味したことによるものであります。 

（投資活動におけるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、前年同期比612.4％増の10億44百万円となりました。この主な要因は、自動車

部品等製造事業の設備投資による有形固定資産の取得による支出10億51百万円によるものであります。 

（財務活動におけるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果得られた資金は、12億96百万円（前年同期は６億42百万円の使用）となりました。この主な要因

は、長期借入金及び社債を中心とした有利子負債が合計で13億12百万円増加したことによるものであります。 

  

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

6,893

２．連結財政状態に関する定性的情報
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  当連結会計年度の見通しにつきましては、在庫調整の進展、政府の景気刺激策などにより、景気回復の兆し

はあるものの、設備投資の低迷や、雇用、個人所得環境の悪化により本格的な回復には至っておりません。 

  このような状況のもと当社グループは人件費削減を含めた総原価低減活動を推進してまいりますが、業績予

想につきましては今後の需要動向が不透明なため据え置いております。 

   

  

 該当事項はありません。 

  

  

１．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及び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、前連結会計年度末以降、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。  

  

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：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 2,946,156 2,239,334 

受取手形及び売掛金 4,969,072 5,462,143 

商品及び製品 863,093 808,046 

仕掛品 784,357 977,235 

原材料及び貯蔵品 1,223,711 1,283,006 

未収還付法人税等 569,823 541,701 

繰延税金資産 204,204 253,233 

その他 286,912 365,929 

貸倒引当金 △9,996 △75,101 

流動資産合計 11,837,336 11,855,529 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 16,893,058 16,751,375 

減価償却累計額 △6,576,013 △6,417,043 

建物及び構築物（純額） 10,317,045 10,334,332 

機械装置及び運搬具 22,996,875 22,803,572 

減価償却累計額 △16,514,457 △16,157,091 

機械装置及び運搬具（純額） 6,482,417 6,646,480 

土地 9,947,355 9,942,824 

建設仮勘定 623,002 616,316 

その他 7,192,209 7,103,145 

減価償却累計額 △6,198,726 △6,076,466 

その他（純額） 993,482 1,026,678 

有形固定資産合計 28,363,304 28,566,633 

無形固定資産   

ソフトウエア 41,599 44,348 

その他 72,331 68,047 

無形固定資産合計 113,931 112,396 

投資その他の資産   

投資有価証券 656,918 509,036 

出資金 228,716 228,716 

繰延税金資産 504,918 339,467 

その他 215,772 224,333 

貸倒引当金 △12,046 △12,046 

投資損失引当金 △43,993 △42,165 

投資その他の資産合計 1,550,286 1,247,342 

固定資産合計 30,027,522 29,926,371 

資産合計 41,864,858 41,781,901 
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（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 3,143,653 3,588,981 

短期借入金 3,062,377 2,798,078 

1年内償還予定の社債 470,000 740,000 

リース債務 111,933 128,132 

未払法人税等 63,826 160,173 

賞与引当金 134,228 284,374 

設備関係支払手形 522,777 1,354,194 

その他 945,679 681,222 

流動負債合計 8,454,476 9,735,156 

固定負債   

社債 800,000 800,000 

長期借入金 4,856,813 3,474,490 

リース債務 217,382 205,435 

繰延税金負債 186,544 183,169 

再評価に係る繰延税金負債 3,078,026 3,078,026 

退職給付引当金 2,697,604 2,595,560 

長期前受金 538,193 544,810 

長期預り保証金 1,899,340 1,888,365 

長期預り敷金 1,344,000 1,344,000 

その他 109,775 110,367 

固定負債合計 15,727,681 14,224,225 

負債合計 24,182,157 23,959,381 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,617,309 4,617,309 

資本剰余金 250,000 250,000 

利益剰余金 7,947,107 8,319,349 

自己株式 △25,186 △26,050 

株主資本合計 12,789,231 13,160,609 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,168 △87,353 

繰延ヘッジ損益 △14,912 △15,269 

土地再評価差額金 4,628,690 4,628,690 

為替換算調整勘定 △277,651 △396,052 

評価・換算差額等合計 4,337,294 4,130,015 

少数株主持分 556,174 531,894 

純資産合計 17,682,700 17,822,519 

負債純資産合計 41,864,858 41,781,901 
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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：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 12,021,481 5,412,403 

売上原価 10,264,567 5,506,233 

売上総利益又は売上総損失（△） 1,756,914 △93,829 

販売費及び一般管理費 825,552 635,513 

営業利益又は営業損失（△） 931,361 △729,342 

営業外収益   

受取利息 356 146 

受取配当金 6,407 1,160 

助成金収入 － 91,686 

作業くず売却益 66,714 8,134 

固定資産賃貸料 2,614 1,044 

為替差益 － 2,737 

その他 24,923 19,513 

営業外収益合計 101,016 124,421 

営業外費用   

支払利息 54,720 54,822 

為替差損 18,266 － 

その他 3,776 1,673 

営業外費用合計 76,763 56,496 

経常利益又は経常損失（△） 955,613 △661,417 

特別利益   

投資損失引当金戻入額 3,091 － 

固定資産売却益 － 17 

貸倒引当金戻入額 － 65,105 

特別利益合計 3,091 65,123 

特別損失   

固定資産売却損 1,036 155 

固定資産廃棄損 2,229 2,329 

投資損失引当金繰入額 － 1,828 

特別損失合計 3,266 4,313 

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（△）

955,438 △600,606 

法人税、住民税及び事業税 486,247 7,081 

過年度法人税等戻入額 － △54,551 

法人税等調整額 △90,585 △172,084 

法人税等合計 395,661 △219,555 

少数株主利益又は少数株主損失（△） 31,273 △9,451 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 528,503 △371,600 
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（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（△） 955,438 △600,606 

減価償却費 605,319 575,601 

賞与引当金の増減額（△は減少） 281,678 △151,050 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △87,500 － 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 39,384 101,689 

受取利息及び受取配当金 △6,764 △1,306 

支払利息 54,720 54,822 

固定資産売却損益（△は益） 1,036 137 

固定資産廃棄損 2,229 2,329 

売上債権の増減額（△は増加） △74,801 535,413 

たな卸資産の増減額（△は増加） △449,301 230,414 

仕入債務の増減額（△は減少） 341,299 △460,567 

未収消費税等の増減額（△は増加） △116,738 － 

未払消費税等の増減額（△は減少） △82,226 21,831 

未払金の増減額（△は減少） 10,494 △44,437 

その他 81,180 236,907 

小計 1,555,451 501,181 

利息及び配当金の受取額 6,764 1,306 

利息の支払額 △40,626 △37,483 

法人税等の支払額 △674,195 △44,875 

営業活動によるキャッシュ・フロー 847,393 420,128 

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 △317,942 △1,051,870 

有形固定資産の売却による収入 143,629 1,514 

無形固定資産の取得による支出 △112 △509 

投資有価証券の取得による支出 △897 △899 

貸付けによる支出 － △160 

貸付金の回収による収入 120 60 

その他 28,642 7,814 

投資活動によるキャッシュ・フロー △146,561 △1,044,050 

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 1,530,000 371,778 

短期借入金の返済による支出 △1,140,000 △224,300 

長期借入れによる収入 － 1,921,500 

長期借入金の返済による支出 △500,559 △486,337 

社債の償還による支出 △270,000 △270,000 

配当金の支払額 △236,869 △2,801 

その他 △25,443 △13,552 

財務活動によるキャッシュ・フロー △642,871 1,296,286 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △22,213 34,457 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 35,747 706,821 

現金及び現金同等物の期首残高 1,191,924 2,239,334 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,227,671 2,946,156 
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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） 

 自動車部品等製造事業の売上高及び営業利益の金額は、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％超であり、かつ、セグメント別の資産についても前連結会計年度末に

比べて著しい変動がないため、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） 

 自動車部品等製造事業の売上高及び営業利益の金額は、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％超であり、かつ、セグメント別の資産についても前連結会計年度末に

比べて著しい変動がないため、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） 

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 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

アジア：タイ国・中国 

北米  ：米国  

  

（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 

 （千円） 
アジア 
（千円） 

北米 
（千円） 

計（千円） 
消去又は全社 

（千円） 
連結（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  10,315,638  1,701,779  4,063  12,021,481  ―  12,021,481

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 93,200  670,596  113,791  877,588  (877,588)  ―

計  10,408,838  2,372,376  117,854  12,899,069  (877,588)  12,021,481

営業利益又は営業損失（△）  930,597  260,548  △10,060  1,181,085  (249,724)  931,361

  
日本 

 （千円） 
アジア 
（千円） 

北米 
（千円） 

計（千円） 
消去又は全社 

（千円） 
連結（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  4,420,291  888,077  104,035  5,412,403  －  5,412,403

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 107,637  155,414  1,523  264,575  (264,575)  －

計  4,527,929  1,043,491  105,558  5,676,979  (264,575)  5,412,403

営業利益又は営業損失（△）  △434,480  △21,490  △46,568  △502,539  (226,802)  △729,342
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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） 

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 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

北米   ：米国 

アジア  ：タイ国・中国 

ヨーロッパ：スペイン 

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 アジア ヨーロッパ 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  253,600  1,818,155  11,828  2,083,584

Ⅱ 連結売上高（千円）        12,021,481

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 2.1  15.1  0.1  17.3

  北米 アジア ヨーロッパ 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  249,162  821,314  2,422  1,072,898

Ⅱ 連結売上高（千円）        5,412,403

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 4.6  15.2  0.0  19.8

（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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