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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 7,482 △41.8 △114 ― △81 ― △122 ―

21年3月期第1四半期 12,849 8.0 209 ― 430 ― 249 ―

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 △12.82 ―

21年3月期第1四半期 24.93 ―

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 31,644 16,102 49.1 1,626.27
21年3月期 30,735 15,638 49.0 1,575.18

（参考） 自己資本  22年3月期第1四半期  15,535百万円 21年3月期  15,047百万円

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  

（注）当社は定款において第２四半期と期末を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 ― 18.00 ― 3.00 21.00

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

15,000 △42.2 △80 ― △170 ― △220 ― △23.03

通期 32,000 △28.3 260 ― 140 ― 0 ― 0.00
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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、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） 

（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。 

(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年度３月期の配当予想は、先行き不透明な昨今の情勢から、具体的な金額をお示しすることが難しく、現時点では未定であります。今後の業績を
勘案しながら決定する見込みであり、予想額の開示が可能となり次第、速やかに開示いたします。 
2. 業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づいており、リスクや不確実性を含んでおります。従いまして、今後の当社グループの事業領域
を取り巻く経済情勢、市場の動向、為替の変動等により、実際の業績が現状の業績見通しと大きく異なる可能性があることをご承知おきください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 有

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 10,200,000株 21年3月期 10,200,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期 647,031株 21年3月期 647,031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 9,552,969株 21年3月期第1四半期 10,013,155株
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 当第１四半期は、各国政府・中央銀行の景気刺激策・金融緩和策等により、若干の持ち直しは見られるものの、

昨年度後半からの急激な景気後退の影響から脱しきれず、依然として厳しい状況が続きました。   

 日本経済は在庫調整が一巡し、また政府による景気刺激策等により、景気の押し上げ効果は見られたものの、欧

米経済の低迷や金融システム問題の長期化等が引き続き懸念され、景気の停滞色が払拭されずにいます。 

 このような中で当社グループの主要分野である自動車業界は、日本国内での自動車生産台数が前年同期に比べ６

割程度の低水準で推移しており、一方では底入れしたと言われているものの依然として状況は厳しいものになって

おります。また、新設住宅着工戸数も前年同期に比べ７割近い水準となっており市場は低迷しております。 

 このような環境の下、当第１四半期における連結会計年度の業績は、売上高が74億82百万円（前年同四半期比

41.8％減）、営業損失が１億14百万円（前年同四半期は営業利益２億９百万円）、経常損失が81百万円（前年同四

半期は経常利益４億30百万円）、四半期純損失が１億22百万円（前年同四半期は四半期純利益２億49百万円）とな

りました。  

  

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は316億44百万円となり、前連結会計年度末比９億８百万円の増加と

なりました。有利子負債は前連結会計年度末比２億32百万円減少し、52億５百万円となりました。 

・流動資産は、原材料及び貯蔵品の減少等により、１億10百万円減少し、163億85百万円となりました。 

・固定資産は、有形固定資産が２億31百万円、無形固定資産が３億83百万円、投資その他の資産が４億４百万円増

加したことにより、10億19百万円増加し、152億58百万円となりました。 

・流動負債は、短期借入金が２億68百万円減少しましたが、支払手形及び買掛金の増加等により11百万円増加し、

91億29百万円となりました。 

・固定負債は、リース債務が増加したこと等により、４億33百万円増加し、64億12百万円となりました。 

 また、純資産は４億64百万円増加し、161億２百万円となり、自己資本比率は前連結会計年度末の49.0％から0.1

ポイント増加し49.1％となりました。 

（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の残高は41億29百万円となり、前連結会計年度末に比

べ３億37百万円増加しました。また、当第１四半期連結会計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」

と「投資活動によるキャッシュ・フロー」との差額であるフリー・キャッシュ・フローは６億92百万円の収入とな

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」は10億８百万円の収入となりました。主な増加要因は、減価償却費の計

上、売上債権の減少、たな卸資産の減少、仕入債務の増加等であり、主な減少要因は、税金等調整前四半期純損失

の計上、未収入金の増加、未払金の減少等です。 

 「投資活動によるキャッシュ・フロー」は３億15百万円の支出となりました。これは主として有形固定資産の取

得によるものです。 

 「財務活動によるキャッシュ・フロー」は４億62百万円の支出となりました。これは主として借入金の返済、配

当金の支払い等によるものです。 

  

 現時点における第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては、平成21年５月15日に公表いたしま

した業績予想と変更ありません。 

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



  

 該当事項はありません。  

  

１．簡便な会計処理 

 固定資産の減価償却費の算出方法は、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出する方法によっております。   

  

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 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。

 ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実

効税率を使用する方法によっております。  

  

  

・会計処理基準に関する事項の変更  

１．その他有価証券の時価のあるものについて、従来は、保守主義を優先する観点から、その評価差額を部分純

資産直入法により処理していました。しかし、昨今の金融環境の変化を受け、市場価格等の変動による評価差

額のうち、実現損益等のみを損益計算書に計上することにより投資の成果を期間損益に適正に反映するため、

当第１四半期連結会計期間から原則的な方法である全部純資産直入法に変更いたしました。 

  この変更により、従来の方法によった場合に比べ、経常損失及び税金等調整前四半期純損失が20百万円増加

しております。  

  

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



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 4,134 3,797

受取手形及び売掛金 6,618 6,858

商品及び製品 1,039 835

仕掛品 756 824

原材料及び貯蔵品 2,548 3,087

その他 1,367 1,171

貸倒引当金 △78 △77

流動資産合計 16,385 16,496

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,884 3,789

機械装置及び運搬具（純額） 3,872 4,009

土地 1,554 1,535

その他（純額） 2,981 2,727

有形固定資産合計 12,292 12,061

無形固定資産 644 261

投資その他の資産 2,321 1,916

固定資産合計 15,258 14,238

資産合計 31,644 30,735

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,098 4,319

短期借入金 1,599 1,867

未払法人税等 66 174

賞与引当金 309 262

役員賞与引当金 1 1

製品保証引当金 351 383

その他 1,701 2,108

流動負債合計 9,129 9,118

固定負債   

長期借入金 3,606 3,570

退職給付引当金 266 263

負ののれん 0 0

その他 2,538 2,143

固定負債合計 6,412 5,978

負債合計 15,541 15,096



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,760 2,760

資本剰余金 2,952 2,952

利益剰余金 10,572 10,723

自己株式 △578 △578

株主資本合計 15,706 15,857

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 465 157

為替換算調整勘定 △636 △967

評価・換算差額等合計 △170 △809

少数株主持分 566 590

純資産合計 16,102 15,638

負債純資産合計 31,644 30,735



（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 12,849 7,482

売上原価 11,324 6,609

売上総利益 1,525 872

販売費及び一般管理費 1,316 986

営業利益又は営業損失（△） 209 △114

営業外収益   

受取利息 8 3

受取配当金 9 9

為替差益 168 61

投資有価証券評価損戻入益 70 －

その他 14 38

営業外収益合計 271 112

営業外費用   

支払利息 41 45

その他 9 34

営業外費用合計 50 79

経常利益又は経常損失（△） 430 △81

特別利益   

固定資産売却益 3 0

その他 0 0

特別利益合計 4 0

特別損失   

固定資産除売却損 1 0

投資有価証券評価損 － 1

特別損失合計 1 2

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（△）

432 △83

法人税、住民税及び事業税 199 21

法人税等調整額 △16 6

法人税等合計 182 28

少数株主利益 0 10

四半期純利益又は四半期純損失（△） 249 △122



（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（△）

432 △83

減価償却費 524 460

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5 △0

受取利息及び受取配当金 △18 △12

支払利息 41 45

投資有価証券評価損益（△は益） △70 1

固定資産売却損益（△は益） △3 △0

固定資産除却損 1 0

賞与引当金の増減額（△は減少） 173 47

製品保証引当金の増減額（△は減少） △9 △31

売上債権の増減額（△は増加） △413 353

たな卸資産の増減額（△は増加） 385 496

仕入債務の増減額（△は減少） △357 646

その他 △110 △979

小計 582 944

利息及び配当金の受取額 19 10

利息の支払額 △52 △48

法人税等の支払額 △148 100

営業活動によるキャッシュ・フロー 401 1,008

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 △490 △427

有形固定資産の売却による収入 74 121

無形固定資産の取得による支出 △15 △7

その他 △10 △3

投資活動によるキャッシュ・フロー △442 △315

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 2,400 46

短期借入金の返済による支出 △1,400 △300

長期借入れによる収入 － 397

長期借入金の返済による支出 △247 △474

自己株式の取得による支出 △373 －

配当金の支払額 △183 △28

少数株主への配当金の支払額 △3 △38

その他 － △65

財務活動によるキャッシュ・フロー 193 △462

現金及び現金同等物に係る換算差額 △275 107

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △123 337

現金及び現金同等物の期首残高 5,678 3,792

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,554 4,129



 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） 

  

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） 

  

  

  

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） 

  

（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〕

  
自動車部品
事業 

（百万円） 

セキュリティ
機器事業 
（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  11,146  1,702  12,849  －  12,849

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 41  14  56 (56)  －

計  11,188  1,717  12,906 (56)  12,849

営業利益又は営業損失(△)  218  △17  201  8  209

  
自動車部品
事業 

（百万円） 

セキュリティ
機器事業 
（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  6,191  1,291  7,482  －  7,482

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 45  12  58 (58)  －

計  6,236  1,303  7,540 (58)  7,482

営業利益又は営業損失(△)  △197  60  △137  23  △114

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（百万円） 
北米

（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  7,667  2,769  2,412  12,849  －  12,849

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 1,100  4  340  1,444 (1,444)  －

計  8,768  2,773  2,752  14,294 (1,444)  12,849

営業利益又は営業損失(△)  △74  △26  286  185  23  209



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） 

  

  

   

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。 

   

  
日本 

（百万円） 
北米

（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  4,777  1,180  1,524  7,482  －  7,482

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 435  5  71  513 (513)  －

計  5,213  1,186  1,596  7,995 (513)  7,482

営業利益又は営業損失(△)  △194  △61  90  △165  51  △114

〔海外売上高〕

  北米 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  2,770  2,610  20  5,401

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  12,849

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 21.5  20.3  0.2  42.0

  北米 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  1,180  1,614  2  2,798

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  7,482

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 15.8  21.6  0.0  37.4

（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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