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配当支払開始予定日 ―

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 3,027 △46.1 △389 ― △263 ― △280 ―

21年3月期第1四半期 5,620 ― △151 ― △110 ― △104 ―

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 △18.33 ―

21年3月期第1四半期 △6.77 ―

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 18,194 11,262 59.7 711.94
21年3月期 18,312 11,403 60.1 719.49

（参考） 自己資本  22年3月期第1四半期  10,879百万円 21年3月期  11,021百万円

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 ― 4.00 ― 4.00 8.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

4.00 ― 4.00 8.00

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  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

6,800 △39.6 △550 ― △600 ― △600 ― △39.03

通期 15,000 △20.7 △600 ― △570 ― △600 ― △39.03
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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  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 

上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異な
る結果となる可能性があります。 

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 15,400,000株 21年3月期 15,400,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期 118,213株 21年3月期 81,230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 15,306,133株 21年3月期第1四半期 15,392,392株
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当第１四半期におけるわが国経済は、昨年半ばに発生した世界的金融危機による景気低迷に対し、政府

が行った経済対策によって一時的な浮揚感はあるものの、実態としては依然低調の裡に推移しており、予

断を許さない状況が続いております。 

 当社グループの主要取引業界である自動車産業は、ハイブリッド車を核とする環境対応車を主力として

需要喚起を図っているものの、産業機械部品につきましては、世界的な景気低迷の影響から需要の低迷は

継続し、先行きの厳しさは解消されないまま推移しております。 

 このような状況の中で、当社グループにおきましては、生産体制の見直しと徹底したコスト削減を行

い、収益の確保に努めましたが、受注の大幅な低迷の影響は大きく、当第1四半期の当社グループの売上

高は30億27百万円（前年同期比46.1%減少）、経常損失は２億63百万円（前年同期は経常損失１億10百万

円）、四半期純損失は２億80百万円（前年同期は四半期純損失１億４百万円）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181億94百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億17

百万円減少いたしました。これは主に売上高の減少に伴う受取手形及び売掛金の減少により流動資産が２

億37百万円減少し、投資その他の資産が評価替などにより固定資産が１億19百万円増加したことによるも

のであります。 

 負債の部は、前連結会計年度末に比べ23百万円増加し、69億32百万円となりました。これは主に支払手

形及び買掛金の減少などにより流動負債が23百万円減少し、その他(繰延税金負債など)の固定負債が46百

万円増加したことによるものであります。 

 純資産の部は、前連結会計年度末に比べ１億41百万円減少し、112億62百万円となりました。これは主

に四半期純損失の計上及び自己株式の取得により株主資本が３億52百万円減少し、評価・換算差額等が２

億10百万円増加したことなどによるものであります。 

  

平成22年３月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に変更はあ

りません。 

  
  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

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)

(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 2,509,953 2,486,506

受取手形及び売掛金 2,533,813 2,612,263

有価証券 513,756 514,381

商品及び製品 374,731 393,208

仕掛品 404,287 474,591

原材料及び貯蔵品 327,105 341,025

その他 163,563 213,028

貸倒引当金 △98,806 △69,312

流動資産合計 6,728,406 6,965,692

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,371,829 1,366,664

機械装置及び運搬具（純額） 5,452,481 5,595,349

工具、器具及び備品（純額） 488,914 501,778

その他（純額） 1,429,520 1,301,950

有形固定資産合計 8,742,747 8,765,743

無形固定資産   

のれん 3,613 4,130

その他 36,538 34,474

無形固定資産合計 40,151 38,604

投資その他の資産   

その他 2,686,813 2,545,975

貸倒引当金 △3,200 △3,200

投資その他の資産合計 2,683,613 2,542,775

固定資産合計 11,466,512 11,347,123

資産合計 18,194,919 18,312,815
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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 1,930,237 2,109,304

短期借入金 71,200 66,100

1年内返済予定の長期借入金 494,119 549,683

未払法人税等 8,476 7,783

賞与引当金 54,700 199,083

資産撤去引当金 － 17,800

その他 1,044,122 676,604

流動負債合計 3,602,855 3,626,358

固定負債   

長期借入金 2,719,263 2,715,447

退職給付引当金 47,854 46,034

役員退職慰労引当金 129,425 141,411

負ののれん 1,503 3,006

その他 431,994 377,450

固定負債合計 3,330,040 3,283,350

負債合計 6,932,896 6,909,708

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,036,000 1,036,000

資本剰余金 574,407 574,407

利益剰余金 8,808,393 9,150,312

自己株式 △36,602 △26,289

株主資本合計 10,382,199 10,734,430

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 379,586 303,161

為替換算調整勘定 117,994 △15,805

評価・換算差額等合計 497,580 287,355

少数株主持分 382,243 381,321

純資産合計 11,262,022 11,403,107

負債純資産合計 18,194,919 18,312,815
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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 5,620,524 3,027,857

売上原価 5,346,005 3,051,748

売上総利益又は売上総損失（△） 274,518 △23,891

販売費及び一般管理費 425,588 365,548

営業損失（△） △151,069 △389,440

営業外収益   

受取利息 11,979 1,807

受取配当金 17,345 11,434

持分法による投資利益 38,684 6,952

為替差益 － 40,854

デリバティブ評価益 － 70,628

その他 22,124 24,043

営業外収益合計 90,133 155,720

営業外費用   

支払利息 3,923 16,285

為替差損 43,099 －

デリバティブ解約損 － 13,286

その他 2,251 110

営業外費用合計 49,275 29,682

経常損失（△） △110,212 △263,401

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,562 －

特別利益合計 1,562 －

特別損失   

固定資産売却損 17,568 326

固定資産除却損 16,159 4,911

その他 2,200 －

特別損失合計 35,927 5,237

税金等調整前四半期純損失（△） △144,577 △268,639

法人税、住民税及び事業税 56,217 1,431

法人税等調整額 △93,480 9,311

法人税等合計 △37,263 10,742

少数株主利益又は少数株主損失（△） △3,177 1,260

四半期純損失（△） △104,136 △280,643
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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損失（△） △144,577 △268,639

減価償却費 393,614 361,176

負ののれん償却額 △2,587 △987

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,397 1,820

前払年金費用の増減額（△は増加） △51,506 △11,031

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △17,161 △11,986

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △4,644 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △178,778 △144,382

資産撤去引当金の増減額(△は減少) － △17,800

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,562 29,494

受取利息及び受取配当金 △29,324 △13,242

支払利息 3,923 16,285

デリバティブ解約損 － 13,286

デリバティブ評価損益（△は益） － △70,628

為替差損益（△は益） 65,029 △40,632

固定資産売却損益（△は益） 17,568 326

固定資産除却損 16,159 4,911

投資有価証券評価損益（△は益） 2,200 －

持分法による投資損益（△は益） △38,684 △6,952

売上債権の増減額（△は増加） △25,454 84,405

たな卸資産の増減額（△は増加） △44,883 112,226

仕入債務の増減額（△は減少） 403,733 △185,559

未払消費税等の増減額（△は減少） △1,156 43,722

その他 334,811 418,572

小計 698,117 314,386

利息及び配当金の受取額 31,817 13,242

利息の支払額 △3,923 △16,285

デリバティブ取引解約による支払額 － △13,286

法人税等の支払額 △58,920 △2,650

法人税等の還付額 － 2,852

営業活動によるキャッシュ・フロー 667,091 298,258
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（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) 

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 △614,300 △14,300

定期預金の払戻による収入 614,300 14,300

有形固定資産の取得による支出 △468,241 △207,129

有形固定資産の売却による収入 18,300 153

無形固定資産の取得による支出 △5,950 △1,738

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △601,090 △237

投資有価証券の償還による収入 600,852 996

貸付けによる支出 △4,000 －

貸付金の回収による収入 10,598 10,523

保険積立金の積立による支出 △657 △470

保険積立金の払戻による収入 18,498 53,138

その他 1,733 540

投資活動によるキャッシュ・フロー △429,957 △144,224

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △55,050 △73,052

リース債務の返済による支出 △8,609 △8,423

配当金の支払額 △52,743 △53,020

自己株式の取得による支出 △578 △10,312

自己株式の売却による収入 371 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △116,608 △144,808

現金及び現金同等物に係る換算差額 △16,249 13,852

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 104,275 23,078

現金及び現金同等物の期首残高 1,768,025 2,595,088

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,872,301 2,618,167
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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。 

  

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 事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品の名称 

 
２ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(148,507千円)の主なものは、当社の総務部

に係る費用であります。 

３ 会計方針の変更 

当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から、「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員

会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号)を適用しております。この変更に伴い、営業費用は「自動車

及び車両部品関連事業」で79,630千円、「産業機械部品関連事業」で21,327千円増加し、営業利益が同額減

少しております。また、「金属椅子及び椅子部品関連事業」で666千円増加し、営業損失が同額増加してお

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) 

  

 
(注) １ 事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品の名称 

 
２ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(165,707千円)の主なものは、当社の総務部

に係る費用であります。 

  

(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】

自動車及び 
車両部品関連
事業(千円)

金属椅子及び
椅子部品関連
事業(千円)

産業機械部品
関連事業 
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高 4,547,110 162,722 910,691 5,620,524 ― 5,620,524

営業利益(△は営業損失) 10,832 △16,375 2,980 △2,562 (148,507) △151,069

事業区分 主要製品名

自動車及び車両部品関連事業 各種ブラケット類、アクスルハブ等

金属椅子及び椅子部品関連事業 オフィス向け各種椅子、施設向け各種椅子等

産業機械部品関連事業 産業機械用部品、油圧機器用部品等

自動車及び 
車両部品関連
事業(千円)

金属椅子及び
椅子部品関連
事業(千円)

産業機械部品
関連事業 
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高 2,549,737 121,643 356,476 3,027,857 ― 3,027,857

営業損失(△) △162,329 △8,529 △52,874 △223,733 (165,707) △389,440

事業区分 主要製品名

自動車及び車両部品関連事業 各種ブラケット類、アクスルハブ等

金属椅子及び椅子部品関連事業 オフィス向け各種椅子、施設向け各種椅子等

産業機械部品関連事業 産業機械用部品、油圧機器用部品等
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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) 

全セグメントの売上高の合計額に占める「日本」の割合が90％を超えているため、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) 

全セグメントの売上高の合計額に占める「日本」の割合が90％を超えているため、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) 

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、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) 

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、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） 

 該当事項はありません。 

  

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

(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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