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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 18,970 △20.9 △813 ― △1,006 ― △881 ―
21年3月期第2四半期 23,973 ― 60 ― 362 ― △334 ―

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2四半期 △21.26 ―
21年3月期第2四半期 △8.05 ―

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2四半期 64,972 36,963 55.9 875.56
21年3月期 70,247 37,800 52.9 896.27

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  36,317百万円 21年3月期  37,177百万円

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  有  
（注２）当社は定款において第２四半期末日及び期末日を配当基準日と定めておりますが、現時点では期末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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
22年3月期 ― 0.00
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 57,000 △7.3 100 △95.8 △150 ― △700 ― △16.88
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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 
１．当社は、業績及び経営環境等を総合的に勘案しつつ、安定的な配当を継続することを利益配分の基本方針としておりますが、平成21年10月26日に開
示いたしました「通期業績予想の修正」のとおり、航空機シート部門の売上の大幅減により、当期の業績が大幅に悪化する見込みとなりました。 
 これにより、当期の配当につきましては未定とさせていただき、具体的な配当金につきましては、今後の業績動向を勘案して決定してまいります。 
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異なる可能性があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 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2四半期 41,587,061株 21年3月期  41,587,061株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  108,136株 21年3月期  107,150株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 41,479,887株 21年3月期第2四半期 41,486,522株
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（参考）

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）

（％表示は対前期増減率）

円 銭

通 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

 ※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

  　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異なる可能性があります。

△ 26.52△ 1,300 － △ 1,100 －49,000 △ 10.6 △ 1,400 －

百万円 ％ 百万円 ％百万円 ％ 百万円 ％

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
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【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２四半期における我が国の経済は、一部で生産や株価の回復の兆しが見られたものの、世界的な景

気後退の影響は根強く、企業業績や民間設備投資等は引き続き厳しい状況で推移いたしました。 
 

このような経済環境のもとで、当社グループのセグメント別売上高は以下の状況となりました。 

輸送機器関連事業につきましては、鉄道車両部門における客先都合の納期変更による売上減に加え、航

空機シート部門が本年 1 月に発覚した耐火性に関する問題の影響を受け大幅な売上減となったことにより、

前年同期比 33％減の 11,390 百万円となりました。 

電気機器関連事業につきましては、照明機器部門が売上減となったものの、情報システム部門および交

通システム部門が売上増となったことにより、前年同期比 20％増の 6,721 百万円となりました。 

住設環境関連事業につきましては、住設機器、環境システム両部門とも売上減となったことにより、前

年同期比 33％減の 857 百万円となりました。 

これらの結果、当第２四半期における当社グループ全体の売上高は、前年同期比 20.9％減の 18,970 百

万円となりました。 
 

損益につきましては、連結子会社はいずれも堅調に推移いたしましたが、当社の業績が売上の大幅減に

加え、航空機シートの問題に対応するための費用増等の影響により大幅減となったことから、営業損失は

813 百万円、経常損失は 1,006 百万円、四半期純損失は 881 百万円となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期末における総資産は 64,972 百万円となり、前連結会計年度末と比べ 5,274 百万円の減少と

なりました。増減の主なものは、売掛金の減少 12,485 百万円、たな卸資産の増加 4,223 百万円、買掛金の

減少 4,659 百万円等であります。純資産は 36,963 百万円となり、自己資本比率は 55.9％と 3.0 ポイント

増加いたしました。 

また、当第２四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動による

キャッシュ・フローは、売上債権の減少などにより 4,184 百万円の増加となりました。投資活動によるキ

ャッシュ・フローは主に有価証券の売却などにより、752 百万円の増加となりました。財務活動によるキ

ャッシュ・フローは配当金の支払などにより、240 百万円の減少となりました。これらの結果、現金及び

現金同等物の第２四半期末残高は 12,440 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 4,642 百万円の増加とな

りました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

通期の連結業績予想につきましては、本年１月に発生しました航空機シートの耐火性に関する問題で生

産遅延等が発生し、その回復及び事業の再構築に係る費用の発生により利益の減少を見込んだため、以下

のとおり修正を行っております。 

（通期） 

 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

前回発表予想（Ａ） 56,000 1,500 1,600 800 19.28

今回修正予想（Ｂ） 57,000 100 △ 150 △ 700 △ 16.88

増減額（Ｂ－Ａ） 1,000 △ 1,400 △ 1,750 △ 1,500  △ 36.16

増減率（％） 1.8 93.3 ― ― ―

前期実績 61,476 2,402 2,532 909 21.93
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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） 

該当事項はありません。 

尚、重要な子会社には該当いたしませんが、持分法適用会社であった道路計装㈱は第１四半期連結会計

期間において清算したため、持分法の適用範囲から除外しております。 

 

（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 

該当事項はありません。 

 

（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。 
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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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 7,024 6,375

受取手形 1,442 3,240

売掛金 10,757 23,243

有価証券 5,593 2,727

製品 4,300 3,219

仕掛品 7,427 4,759

原材料及び貯蔵品 4,427 3,953

繰延税金資産 1,109 1,160

その他 1,280 468

貸倒引当金 △308 △314

流動資産合計 43,055 48,833

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 4,672 4,796

構築物（純額） 53 57

機械装置及び運搬具（純額） 606 596

工具、器具及び備品（純額） 1,168 1,297

土地 3,059 3,059

建設仮勘定 194 222

有形固定資産合計 9,755 10,030

無形固定資産   

電話加入権 27 27

その他 1,192 901

無形固定資産合計 1,219 928

投資その他の資産   

投資有価証券 4,972 4,901

繰延税金資産 5,299 4,867

その他 698 716

貸倒引当金 △27 △30

投資その他の資産合計 10,943 10,455

固定資産合計 21,917 21,414

資産合計 64,972 70,247
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 1,122 1,637

買掛金 8,937 13,596

短期借入金 1,310 1,315

未払金 290 197

未払費用 2,684 2,709

未払法人税等 129 102

前受金 1,826 876

賞与引当金 966 941

役員賞与引当金 2 －

その他 84 315

流動負債合計 17,353 21,693

固定負債   

長期借入金 2,248 2,198

退職給付引当金 8,026 8,169

役員退職慰労引当金 307 310

長期預り保証金 71 73

その他 2 2

固定負債合計 10,655 10,754

負債合計 28,009 32,447

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,214 9,214

資本剰余金 8,211 8,211

利益剰余金 19,343 20,432

自己株式 △42 △42

株主資本合計 36,726 37,816

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △361 △656

為替換算調整勘定 △48 17

評価・換算差額等合計 △409 △639

少数株主持分 645 623

純資産合計 36,963 37,800

負債純資産合計 64,972 70,247
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年９月30日) 

売上高 23,973 18,970

売上原価 20,494 17,011

売上総利益 3,478 1,958

販売費及び一般管理費 3,418 2,772

営業利益又は営業損失（△） 60 △813

営業外収益   

受取利息 126 63

受取配当金 22 22

持分法による投資利益 14 －

雑収入 183 64

営業外収益合計 347 149

営業外費用   

支払利息 31 29

持分法による投資損失 － 154

雑損失 13 158

営業外費用合計 45 342

経常利益又は経常損失（△） 362 △1,006

特別利益   

投資有価証券売却益 98 －

特別利益合計 98 －

特別損失   

固定資産除却損 4 6

損害賠償金 3 70

投資有価証券評価損 － 39

減損損失 499 －

貸倒引当金繰入額 600 －

特別損失合計 1,107 116

税金等調整前四半期純損失（△） △647 △1,123

法人税等 △404 △382

少数株主利益 91 140

四半期純損失（△） △334 △881
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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（△） △647 △1,123

減価償却費 700 719

減損損失 499 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 593 △9

退職給付引当金の増減額（△は減少） △255 △145

賞与引当金の増減額（△は減少） 67 27

受取利息及び受取配当金 △149 △85

支払利息 31 29

持分法による投資損益（△は益） △14 154

投資有価証券売却損益（△は益） △109 －

売上債権の増減額（△は増加） 13,744 15,118

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,539 △4,317

仕入債務の増減額（△は減少） △4,004 △5,069

前払費用の増減額（△は増加） △519 △428

未払金の増減額（△は減少） △829 △6

その他 △131 △257

小計 6,438 4,607

利息及び配当金の受取額 149 89

利息の支払額 △31 △22

法人税等の支払額 △180 △490

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,375 4,184

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △2,989 △1,395

有価証券の売却による収入 2,300 2,690

有形固定資産の取得による支出 △604 △392

投資有価証券の取得による支出 △3,225 △0

投資有価証券の売却による収入 102 －

その他 △48 △148

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,464 752

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 100 △13

短期借入金の返済による支出 △115 －

長期借入れによる収入 － 100

長期借入金の返済による支出 △54 △41

配当金の支払額 △206 △284

その他 △1 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △277 △240

現金及び現金同等物に係る換算差額 79 △54

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,712 4,642

現金及び現金同等物の期首残高 4,838 7,798

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,551 12,440
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（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２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

 
輸送機器関
連事業 
（百万円）

電気機器関
連事業 
（百万円）

住設環境関
連事業 
（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 17,082 5,610 1,281 23,973 － 23,973

(2）セグメント間の内部売
上高又は振替高 

1,553 183 － 1,737 (1,737) －

計 18,636 5,793 1,281 25,711 (1,737) 23,973

営業利益 1,359 △161 52 1,250 (1,189) 60

 

当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

 
輸送機器関
連事業 
（百万円）

電気機器関
連事業 
（百万円）

住設環境関
連事業 
（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 11,390 6,721 857 18,970 － 18,970

(2）セグメント間の内部売
上高又は振替高 1,866 164 － 2,030 (2,030) －

計 13,257 6,886 857 21,001 (2,030) 18,970

営業利益 △ 37 253 △ 4 210 (1,024) △ 813
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〔所在地別セグメント情報〕 

 前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

  日本 
（百万円） 

その他の地域 
（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 21,451 2,521 23,973 － 23,973

(2）セグメント間の内部売
上高又は振替高 

658 32 690 (690) －

計 22,109 2,554 24,664 (690) 23,973

営業利益 791 459 1,250 (1,189) 60

 

 当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

 日本 
（百万円） 

その他の地域 
（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 16,344 2,625 18,970 － 18,970

(2）セグメント間の内部売
上高又は振替高 680 28 709 (709) －

計 17,025 2,654 19,679 (709) 18,970

営業利益 △ 414 625 210 (1,024) △ 813

 

〔海外売上高〕 

前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

 北米 アジア 欧州 合計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 2,586 1,541 751 4,879 

Ⅱ 連結売上高（百万円）    23,973 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上
高の割合（％） 

10.8 6.4 3.1 20.4 

 

当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

 北米 アジア 欧州 合計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 1,919 952 46 2,918 

Ⅱ 連結売上高（百万円）    18,970 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上
高の割合（％） 

10.1 5.0 0.2 15.4 

  

 

（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。 
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