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1.  平成21年10月期第3四半期の連結業績（平成20年11月1日～平成21年7月31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 ％

21年10月期第3四半期 67,754 ― 711 ― 263 ― △661 ―
20年10月期第3四半期 100,940 1.5 6,457 84.5 7,206 53.3 6,606 126.9

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

21年10月期第3四半期 △17.42 ―
20年10月期第3四半期 173.69 ―

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

21年10月期第3四半期 96,030 74,339 74.4 1,882.23
20年10月期 102,210 73,265 68.9 1,855.05

（参考） 自己資本   21年10月期第3四半期  71,482百万円 20年10月期  70,453百万円

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

20年10月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00
21年10月期 ― 3.00 ―
21年10月期 

（予想）
3.00 6.00

3.  平成21年10月期の連結業績予想（平成20年11月1日～平成21年10月31日） 
（％表示は対前期増減率） 

（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

通期 92,700 △30.3 1,600 △80.7 880 △90.2 △800 ― △21.06
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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．本資料に掲載されている業績予想は、発表日現在で入手可能な情報に基づき作成したものでありますので、実際の業績は、今後様々な要因によって
予想数値と異なる可能性があります。なお、上記業績予想（平成21年10月期の連結業績予想）については、平成21年６月５日公表の数値から修正しており
ます。業績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．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基
準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年10月期第3四半期 38,216,759株 20年10月期  38,216,759株
② 期末自己株式数 21年10月期第3四半期  238,979株 20年10月期  237,357株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年10月期第3四半期 37,978,339株 20年10月期第3四半期 38,037,793株
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平成21年10月期の個別業績予想（平成20年11月１日～平成21年10月31日） 

（％表示は、通期は対前期） 

（注）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無： 有 

  

  最近の業績の動向を踏まえ、平成21年６月５日に公表いたしました平成21年10月期（平成20年11月１日～平成21年

10月31日）の業績予想を修正しております。 

 当該予想数値の修正に関する事項は、本日公表の「業績予想の修正および特別損失に関するお知らせ」をご参照く

ださい。 

「参考資料」

個別業績予想

  
  

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 

通   期   46,900  △35.0  720  △80.0  1,160  △70.5  △4,300 －    △113  17
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 当第３四半期連結累計期間における世界経済は、前連結会計年度末からの世界的な金融市場混乱を発端に、悪化

を続けました。欧米の景気は大きく後退し、中国・インド等の新興国の景気は減速しました。日本経済は、世界経

済悪化に伴う輸出・生産の落ち込み、設備投資の減少、個人消費の減退等から、景気は後退しました。 

 当社グループの主たる事業分野の自動車業界におきましては、国内外の景気悪化を背景に販売不振が続き、日本

国内の生産台数は前年同期比38.6％減の564万台となりました。海外における当社グループの主たる市場の米国にお

きましても、自動車生産台数は前年同期比44.3％減の414万台となりました。 

 このような経営環境のもとでの受注減に伴い、当社グループでは、希望退職及び臨時休業、役員報酬カット、管

理職賃金カット、残業規制、経費削減等々を実施してまいりましたが、受注量減少はその施策を上回る規模のもの

でありました。 

 当社グループの当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高におきましては、北米並びに日本国内の自動車生産

減少を受け、売上高は677億５千４百万円（前年同期比32.9％減）となりました。損益面では、受注量が減少する中

で上記の施策等により収益確保に努めましたが、営業利益は７億１千１百万円（前年同期比89.0％減）となりまし

た。経常利益は、大幅な円高により為替差損が10億１千５百万円発生したこと等により、２億６千３百万円（前年

同期比96.3％減）となりました。四半期純損失は、保有する株式の株価下落による有価証券評価損２億８千８百万

円並びに希望退職実施に伴う特別退職金の支払い485百万円を計上したこと等により、６億６千１百万円（前年同期

は66億６百万円の利益）となりました。 

  

 当第３四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べ61億８千万円減少し、960億３千万円となりました。主とし

て、受取手形及び売掛金の減少79億７千１百万円によるものであります。 

 負債は、支払手形及び買掛金の減少等により前連結会計年度末と比べ72億５千４百万円減少し、216億９千万円と

なりました。 

 純資産は、その他有価証券評価差額金の増加等により前連結会計年度末と比べ10億７千４百万円増加し、743億３

千９百万円となりました。主として、利益剰余金が19億３千２百万円減少したのに対し、その他有価証券評価差額

金が19億４千８百万円増加したこと、並びに為替換算調整勘定が９億４千４百万円増加したことによるものであり

ます。 

  

 最近の業績の動向を踏まえ、平成21年６月５日に公表いたしました平成21年10月期（平成20年11月１日～平成21

年10月31日）の業績予想を修正しております。 

  当該予想数値の修正に関する事項は、本日公表の「業績予想の修正および特別損失に関するお知らせ」をご参照

ください。 

  

 該当事項はありません。 

   

１.簡便な会計処理 

①たな卸資産の評価方法 

  当第３四半期連結会計期間末のたな卸高の算定に関しては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度末ない

し第２四半期連結会計期間末の実地たな卸高を基礎として、合理的な方法により算定する方法によっており

ます。 

②固定資産の減価償却費の算定方法 

  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定する方法

によっております。 

③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や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。 

  当社及び連結子会社は、繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等

及び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場合には、前連結会計年度において使用した将

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
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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。   

２.四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

   該当事項はありません 

  

①当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸

表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

②たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

  当社及び国内連結子会社は、通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法に

よる原価法によっておりましたが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業

会計基準第９号 平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表

価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

  これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益はそれぞれ24百万円減少し、税金等調整前

四半期純損失は24百万円増加しております。 

③「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用  

  第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

  この変更により、当第３四半期連結累計期間の期首の利益剰余金が516百万円減少しております。また、営

業利益は27百万円減少し、経常利益は123百万円減少し、税金等調整前四半期純損失は123百万円増加しており

ます。 

④リース取引に関する会計基準の適用 

   当社及び国内連結子会社は、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成

５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平

成19年３月30日改正））が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用す

ることができることになったことに伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準を適用し、通常の売

買取引に係る会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の

減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用しております。 

  これによる当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

  

(有形固定資産の耐用年数の変更) 

 当社及び国内連結子会社は、平成20年度の法人税法改正に伴い、主として機械装置の減価償却の方法について

は、第１四半期連結会計期間より、改正後の法人税法に基づく耐用年数に変更しております。 

  これにより、当第３四半期連結累計期間の売上総利益、営業利益及び経常利益は119百万円減少し、税金等調

整前四半期純損失は119百万円は増加しております。 

(役員退職慰労金制度の廃止) 

 従来、役員の退任に伴う役員退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を役員退職慰労引当

金として計上しておりましたが、経営改革の一環として、平成21年１月24日開催の定時株主総会において役員退

職慰労金制度の廃止を決議するとともに、役員の退任時に、役員退職慰労金制度の廃止までの在任期間を対象と

する退職慰労金を支給することを決議いたしました。 

 これにより、当該総会までの期間に対応する役員退職慰労金相当額340百万円を固定負債の「その他」として

計上しております。 

  

（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

（４）追加情報
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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：百万円）

当第３四半期連結会計期間末 
(平成21年７月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 17,914 15,584 

受取手形及び売掛金 13,409 21,380 

有価証券 1,821 2,252 

商品及び製品 5,339 5,695 

仕掛品 1,319 1,568 

原材料及び貯蔵品 3,309 3,466 

繰延税金資産 629 1,422 

その他 1,511 2,403 

貸倒引当金 △301 △68 

流動資産合計 44,953 53,705 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 10,172 8,958 

機械装置及び運搬具（純額） 10,006 10,848 

土地 5,359 5,411 

建設仮勘定 2,057 2,266 

その他（純額） 988 1,244 

有形固定資産合計 28,585 28,729 

無形固定資産   

のれん 196 219 

その他 1,395 1,553 

無形固定資産合計 1,591 1,772 

投資その他の資産   

投資有価証券 18,336 15,810 

繰延税金資産 477 93 

その他 2,086 2,101 

貸倒引当金 △0 △1 

投資その他の資産合計 20,900 18,003 

固定資産合計 51,077 48,505 

資産合計 96,030 102,210 
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末 
(平成21年７月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年10月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,178 14,428 

短期借入金 1,424 1,557 

未払法人税等 136 879 

繰延税金負債 133 88 

賞与引当金 697 1,730 

役員賞与引当金 － 33 

製品保証引当金 655 756 

その他 3,708 4,514 

流動負債合計 16,934 23,989 

固定負債   

長期借入金 － 166 

繰延税金負債 3,468 3,364 

退職給付引当金 875 968 

役員退職慰労引当金 － 363 

その他 411 93 

固定負債合計 4,755 4,956 

負債合計 21,690 28,945 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,657 5,657 

資本剰余金 7,105 7,105 

利益剰余金 62,928 64,860 

自己株式 △331 △330 

株主資本合計 75,359 77,293 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,891 2,942 

繰延ヘッジ損益 △24 △93 

為替換算調整勘定 △8,743 △9,688 

評価・換算差額等合計 △3,876 △6,839 

少数株主持分 2,856 2,811 

純資産合計 74,339 73,265 

負債純資産合計 96,030 102,210 
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 

 至 平成21年７月31日) 

売上高 67,754 

売上原価 59,765 

売上総利益 7,988 

販売費及び一般管理費 7,277 

営業利益 711 

営業外収益  

受取利息 157 

受取配当金 211 

その他 477 

営業外収益合計 846 

営業外費用  

為替差損 1,015 

その他 277 

営業外費用合計 1,293 

経常利益 263 

特別利益  

固定資産売却益 44 

製品保証引当金戻入額 43 

その他 3 

特別利益合計 91 

特別損失  

投資有価証券評価損 288 

特別退職金 484 

その他 348 

特別損失合計 1,122 

税金等調整前四半期純損失（△） △766 

法人税、住民税及び事業税 262 

過年度法人税等 155 

法人税等調整額 △685 

法人税等合計 △268 

少数株主利益 163 

四半期純損失（△） △661 

- 8 -

㈱ﾊｲﾚｯｸｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ (7279) 平成21年10月期 第3四半期決算短信



 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 平成19年３月14日）及び「四半

期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号 平成19年３月14日）を適用しておりま

す。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

  該当事項はありません。   

  

  該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

- 9 -

㈱ﾊｲﾚｯｸｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ (7279) 平成21年10月期 第3四半期決算短信



  

前第３四半期連結累計期間（平成19年11月１日～平成20年７月31日） 

  

「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

（要約）四半期連結損益計算書

科目 

前第３四半期連結累計期間 
（平成20年10月期 

第３四半期） 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高   100,940

Ⅱ 売上原価   85,071

  売上総利益   15,868

Ⅲ 販売費及び一般管理費  9,411

  営業利益  6,457

Ⅳ 営業外収益  1,193

Ⅴ 営業外費用  444

  経常利益  7,206

Ⅵ 特別利益  283

Ⅶ 特別損失  33

  税金等調整前四半期純利益  7,457

  税金費用  400

  少数株主利益  449

  四半期純利益  6,606
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（1）個別経営成績（累計）                                             （％表示は対前年同四半期増減率） 

  

  

（2）個別財政状態 

  

（注）上記の平成21年10月期第３四半期の個別業績は、四半期財務諸表等規則に基づき作成しておりますが、

法定開示におけるレビュー対象ではありません。 

    

「参考資料」

個別業績の概要

平成21年10月期第３四半期の個別業績（平成20年11月１日～平成21年７月31日）

  
  

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  ％ 

21年10月期 

第３四半期 
 33,917 －   415  －    934   －   △1,985  － 

20年10月期 

第３四半期 
 54,348 (7.3)  2,803  (3.3)  3,497 (△10.6)  2,331 (△10.3) 

  
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 

21年10月期第３四半期      △52  27     －  － 

20年10月期第３四半期     61  27 －  － 

  
  

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 

21年10月期第３四半期     67,523  55,965     82.9  1,473  02

20年10月期    72,772  56,677      77.9  1,491  69
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（要約）四半期個別財務諸表

（１）（要約）四半期貸借対照表

科目 
 当第３四半期会計期間末 
 （平成21年７月31日） 

前事業年度末 
（平成20年10月31日） 

資産の部     

流動資産     

現金及び預金  8,320  6,702

受取手形及び売掛金  11,701  17,232

有価証券  338  944

商品及び製品  1,380  1,548

仕掛品  484  602

原材料及び貯蔵品  121  136

1年以内長期返済貸付金  1,911  1,459

繰延税金資産  391  910

その他  378  418

貸倒引当金  △265  △60

流動資産合計  24,763  29,896

固定資産     

有形固定資産  7,200  7,613

無形固定資産  649  702

投資その他の資産     

投資有価証券  14,896  11,990

関係会社株式  11,331  13,497

破産更生債権等  471 - 

その他   8,682  9,147

貸倒引当金  △472  △75

投資その他の資産合計  34,911  34,559

固定資産合計  42,760  42,876

資産合計  67,523  72,772
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（注）この四半期貸借対照表は、四半期財務諸表等規則に基づいて作成しておりますが、 

      法定開示におけるレビュー対象ではありません。 

科目 
当第３四半期会計期間末 
（平成21年７月31日） 

前事業年度末 
（平成20年10月31日） 

負債の部     

流動負債     

支払手形及び買掛金  6,053  9,234

短期借入金  1,000  1,000

未払法人税等  27  512

賞与引当金  472  1,309

役員賞与引当金 -  33

製品保証等引当金  207  294

その他  1,018  1,345

流動負債合計   8,779  13,730

固定負債     

繰延税金負債  2,153  1,720

退職給付引当金  276  281

その他  348  361

固定負債合計  2,777  2,364

 負債合計  11,557  16,094

純資産の部     

株主資本     

資本金  5,657  5,657

資本剰余金  7,105  7,105

利益剰余金  38,683  41,353

自己株式  △318  △317

株主資本合計  51,127  53,798

評価・換算差額等        

その他有価証券評価差額金  4,863  2,973

繰延ヘッジ損益  △24  △93

評価・換算差額等合計  4,838  2,879

純資産合計  55,965  56,677

負債純資産合計  67,523  72,772
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  （第３四半期累計期間）            

                      （単位：百万円） 

（注）この四半期損益計算書は、四半期財務諸表等規則に基づいて作成しておりますが、 

   法定開示におけるレビュー対象ではありません。 

（２）（要約）四半期損益計算書

科目 

  
当第３四半期累計期間 
（自 平成20年11月１日 

  至 平成21年７月31日） 

Ⅰ 売上高  33,917

Ⅱ 売上原価  30,193

売上総利益  3,723

Ⅲ 販売費及び一般管理費  3,307

営業利益  415

Ⅳ 営業外収益   

受取利息  93

受取配当金  653

受取技術指導料   204

その他   87

Ⅴ 営業外費用   

支払利息  4

貸倒引当金繰入額   398

為替差損  112

その他   4

経常利益  934

Ⅳ 特別利益   

固定資産売却益  0

投資有価証券売却益  9

貸倒引当金戻入額   2

製品保証引当金戻入額   43

Ⅴ 特別損失   

前期損益修正損  509

固定資産売却除却損  29

投資有価証券評価損  2,560

税引前四半期純損失（△）  △2,107

法人税、住民税及び事業税  17

過年度法人税等   248

法人税等調整額  △387

法人税等合計  △121

四半期純損失（△）  △1,985
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