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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 14,149 △34.3 △1,271 ― △1,364 ― △2,192 ―

21年3月期第2四半期 21,531 ― 46 ― 111 ― △45 ―

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 △224.63 ―

21年3月期第2四半期 △4.62 ―

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 39,128 16,584 35.6 1,425.62
21年3月期 40,147 18,705 40.0 1,643.48

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  13,915百万円 21年3月期  16,042百万円

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

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 ― 8.00 ― 4.00 12.00
22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 0.00 0.00

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  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

通期 31,510 △11.7 △750 ― △910 ― △2,140 ― △219.24



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 

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、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に与える不確実な要因に
係る本資料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。なお、上記
業績予想に関する事項は、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。 

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 9,763,600株 21年3月期  9,763,600株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  2,574株 21年3月期  2,574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 9,761,026株 21年3月期第2四半期 9,761,026株



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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨年秋以降の米国金融危機に端を発した世界経済の悪化から持

ち直しの動きも見られますものの、雇用情勢が急激に悪化するなど、依然厳しい状況のなか推移いたしました。

　主要取引先である自動車業界では、各国の新車買い替え支援政策等による需要喚起効果により、販売・生産の減少

幅は縮小しております。しかしながら、国内生産では海外への生産シフトや円高により輸出が振るわず、引き続き大

幅な減産を余儀なくされております。

　このような状況にあって当社グループでは、役員報酬・管理職給与の減額や生産調整に伴う休業実施など労務費の

縮減、製造拠点毎の一斉休業実施による操業費圧縮など徹底した経費削減を行い、また、総費用削減を目指した経営

会議直轄の特命プロジェクト活動を推進するなど改善原資の創出に努めてまいりました。

　当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高につきましては全ての事業・地域で減少し、14,149百万円（前年同期

比34.3％減）となり、損益につきましては、諸費用の削減にスピードを上げて取り組みましたが、減収の影響が大き

く、営業損失1,271百万円（前年同期は46百万円の営業利益）、経常損失1,364百万円（前年同期は111百万円の経常利

益）となり、純損益につきましては経営環境の著しい悪化により機械及び装置等の減損処理を行い、1,289百万円の減

損損失を計上したことに伴い、四半期純損失は2,192百万円（前年同期は45百万円の四半期純損失）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。

①自動車部品製造事業

　自動車部品製造事業では、売上高につきましては、完成車メーカーの大幅な生産台数の減少によりロッカーアー

ムをはじめ主要製品が軒並み減少し、12,333百万円（前年同期比37.4％減）となり、1,334百万円の営業損失（前

年同期は7百万円の営業利益）となりました。

②自動車販売事業

　自動車販売事業では、新車販売台数では、エコカー減税により一部車種の増加はありましたものの、軽自動車

の減少により859台（前年同期比11.5％減）となり、売上高につきましては、1,816百万円（前年同期比1.3％減）

となりました。利益につきましては、労務費の縮減効果や販売車種構成変化等により、営業利益は56百万円（前

年同期比72.8％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。

①日本

　日本では、売上高につきましては、完成車メーカーの大幅な生産台数の減少によりロッカーアームをはじめ主

要製品が軒並み減少し、8,431百万円（前年同期比42.2％減）となり、1,614百万円の営業損失（前年同期は528百

万円の営業損失）となりました。

②米国

　米国では、売上高につきましては、為替換算影響や完成車メーカーの大幅な生産台数の減少に伴う主要製品の

減少により、3,884百万円（前年同期比14.8％減）となりました。利益につきましては、前年同期に新規立ち上げ

た機種の量産安定化や労務費の縮減等の原価低減効果により営業利益は136百万円（前年同期比39.2％増）となり

ました。

③タイ国

　タイ国では、売上高につきましては、新規立ち上げによる４輪部品の増加はありましたものの、完成車メーカー

の大幅な生産台数の減少に伴う２輪部品の減少や為替換算影響により、1,834百万円（前年同期比23.6％減）とな

り、営業利益は50百万円（前年同期比83.5％減）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、機械及び装置等の減損処理による有形固定資産の減少により、前連結会計

年度末に比べ1,019百万円減少し、39,128百万円となりました。

　また、負債につきましては、支払手形及び買掛金の増加等により、前連結会計年度末に比べ1,102百万円増加し、

22,544百万円となりました。

　純資産は、利益剰余金の減少等により、前連結会計年度末に比べ2,121百万円減少し、16,584百万円となりまし

た。
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　当第２四半期連結累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）

　営業活動の結果得られた資金は515百万円（前年同期は775百万円の支出）となりました。主な内訳は、税金等

調整前四半期純損失2,643百万円、減価償却費1,935百万円、減損損失1,289百万円であります。

　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は424百万円（前年同期は3,156百万円の支出）となりました。主な内訳は、有形

固定資産取得による支出397百万円であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は308百万円（前年同期は3,150百万円の収入）となりました。主な内訳は、長期

借入金返済による支出322百万円であります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　平成22年３月期第３四半期以降の売上高は、日・米・タイ３極において増加が見込まれます。損益面では、増

収効果のほか、固定費の圧縮をはじめ、３極において経費節減施策を強力に継続展開することにより、営業損失・

経常損失につきましては、当初計画の損失を軽減できる見込みであり、純損失につきましては、田中精密工業㈱

において固定資産の減損損失（1,315百万円）を計上したことにより損失が拡大いたします。

　この状況を受けて、通期連結業績予想の売上高を31,510百万円（前期比11.7%減）、営業損失を750百万円（前

期実績は1,694百万円の営業損失）、経常損失を910百万円（前期実績は1,687百万円の経常損失）、当期純損失を

2,140百万円（前期実績は2,152百万円の当期純損失）といたしました。

　業績予想に関する事項につきましては、平成21年10月27日公表の「減損処理に伴う特別損失の計上及び業績予

想の修正並びに配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

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。

（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

①棚卸資産の評価方法

　当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ

正味売却価額を見積もり、簿価切下げを行う方法によっております。

②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

　四半期会計期間に係る法人税等については、四半期会計期間を含む年度の税金等調整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もり、税金等調整前四半期純利益（累計期間）に当該見積実効税

率を乗じて計算する方法によっております。

　なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 

（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

　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：千円）

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 4,425,281 4,693,310

受取手形及び売掛金 4,290,548 2,484,502

有価証券 71,954 71,918

商品及び製品 1,159,964 1,190,052

仕掛品 1,216,076 1,320,366

原材料及び貯蔵品 2,084,226 2,455,616

その他 827,432 786,745

貸倒引当金 △1,708 △2,693

流動資産合計 14,073,776 12,999,818

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,541,753 5,871,236

機械装置及び運搬具（純額） 12,197,894 14,676,986

土地 2,567,710 2,554,693

その他（純額） 548,512 636,239

有形固定資産合計 20,855,870 23,739,155

無形固定資産   

その他 201,021 198,670

無形固定資産合計 201,021 198,670

投資その他の資産   

投資有価証券 2,232,039 1,850,864

その他 1,798,425 1,391,342

貸倒引当金 △32,400 △31,950

投資その他の資産合計 3,998,064 3,210,256

固定資産合計 25,054,957 27,148,083

資産合計 39,128,734 40,147,902

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,105,099 1,124,247

短期借入金 7,350,059 7,231,989

未払法人税等 43,570 18,079

その他 4,105,576 4,121,613

流動負債合計 13,604,306 12,495,929

固定負債   

長期借入金 6,084,901 6,746,407

退職給付引当金 1,863,347 1,640,208

その他の引当金 221,200 224,650

その他 770,469 334,757

固定負債合計 8,939,918 8,946,022

負債合計 22,544,224 21,441,952



（単位：千円）

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 500,190 500,190

資本剰余金 324,233 324,233

利益剰余金 12,989,726 15,221,395

自己株式 △2,478 △2,478

株主資本合計 13,811,671 16,043,341

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 648,456 437,269

為替換算調整勘定 △544,632 △438,547

評価・換算差額等合計 103,824 △1,277

少数株主持分 2,669,014 2,663,885

純資産合計 16,584,509 18,705,949

負債純資産合計 39,128,734 40,147,902



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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 21,531,733 14,149,599

売上原価 19,419,058 13,654,748

売上総利益 2,112,675 494,851

販売費及び一般管理費 2,065,809 1,766,117

営業利益又は営業損失（△） 46,865 △1,271,266

営業外収益   

受取利息 6,613 1,585

受取配当金 29,998 14,354

スクラップ収入 117,406 25,339

業務受託料 － 14,400

その他 26,696 18,952

営業外収益合計 180,715 74,631

営業外費用   

支払利息 108,717 162,341

その他 7,122 5,469

営業外費用合計 115,840 167,810

経常利益又は経常損失（△） 111,740 △1,364,446

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 984

固定資産売却益 1,320 15,524

特別利益合計 1,320 16,509

特別損失   

固定資産除却損 15,515 3,170

減損損失 － 1,289,365

たな卸資産評価損 11,592 －

投資有価証券評価損 1,682 －

貸倒引当金繰入額 － 450

役員退職慰労金 500 2,730

特別損失合計 29,290 1,295,715

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（△）

83,770 △2,643,651

法人税等 △12,289 △493,107

少数株主利益 141,110 42,081

四半期純損失（△） △45,050 △2,192,625



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

83,770 △2,643,651

減価償却費 2,159,763 1,935,999

減損損失 － 1,289,365

貸倒引当金の増減額（△は減少） 764 △534

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △23,700 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 226,099 226,220

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,140 △3,450

受取利息及び受取配当金 △36,612 △15,939

支払利息 108,717 162,341

有形固定資産売却益 △1,320 △15,524

有形固定資産除却損 15,515 3,170

投資有価証券評価損益（△は益） 1,682 －

役員退職慰労金 500 2,730

その他営業外収益 △144,102 △58,692

その他営業外費用 7,122 1,760

売上債権の増減額（△は増加） △883,567 △1,855,495

たな卸資産の増減額（△は増加） 181,120 431,399

仕入債務の増減額（△は減少） △2,445,957 953,946

その他の流動資産の増減額（△は増加） △2,483 △108,406

その他の流動負債の増減額（△は減少） △183,683 189,757

たな卸資産評価損 11,592 －

その他 459,848 14,680

小計 △458,789 509,676

利息及び配当金の受取額 37,274 18,102

利息の支払額 △111,674 △161,017

その他営業外収益受取額 131,091 26,905

その他営業外費用支払額 △6,016 △1,760

役員退職慰労金の支払額 △500 △2,730

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △367,376 126,374

営業活動によるキャッシュ・フロー △775,991 515,551

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 △11,359 △11,396

有価証券の売却による収入 11,368 11,406

有形固定資産の取得による支出 △3,653,664 △397,399

有形固定資産の売却による収入 418,944 16,217

補償金による収入 14,223 －

投資有価証券・関係会社株式の取得による支出 △26,461 △24,529

定期預金の預入による支出 △31,200 △11,200

定期預金の払戻による収入 70,000 10,000

無形固定資産・その他投資取得による支出 △8,427 △18,283

その他投資売却による収入 60,090 416



（単位：千円）

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) 

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,156,486 △424,769

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 518,037 87,045

長期借入れによる収入 2,899,960 －

長期借入金の返済による支出 △135,472 △322,644

リース債務の返済による支出 △28,258 △11,085

配当金の支払額 △77,918 △39,070

少数株主への配当金の支払額 △25,596 △22,356

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,150,751 △308,110

現金及び現金同等物に係る換算差額 △34,124 △51,247

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △815,850 △268,576

現金及び現金同等物の期首残高 3,110,850 4,578,260

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,295,000 4,309,684



（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）

自動車部品製
造事業
（千円）

自動車販売事
業
（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 19,691,377 1,840,356 21,531,733 － 21,531,733

(2)セグメント間の内部売上高又は振

替高
－ 6,798 6,798 (6,798) －

計 19,691,377 1,847,155 21,538,532 (6,798) 21,531,733

営業利益 7,445 32,553 39,998 6,867 46,865

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）

自動車部品製
造事業
（千円）

自動車販売事
業
（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 12,333,215 1,816,384 14,149,599 － 14,149,599

(2)セグメント間の内部売上高又は振

替高
－ 3,291 3,291 (3,291) －

計 12,333,215 1,819,675 14,152,890 (3,291) 14,149,599

営業利益又は営業損失（△） △1,334,259 56,262 △1,277,996 6,730 △1,271,266

　（注）１．事業区分は、製品及び販売市場等の類似性に基づいております。

２．各区分の主要な製品

(1）自動車部品製造事業…自動車４輪及び２輪のエンジン部品、ミッション部品、シャーシ部品

(2）自動車販売事業………自動車４輪新車及び中古車

３．営業費用は全て、各セグメントに賦課しており、配賦不能営業費用はありません。

４．会計処理方法の変更

前第２四半期連結累計期間

（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　当第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）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計

期間の営業利益が、「自動車部品製造事業」で156,463千円減少しております。

５．追加情報

前第２四半期連結累計期間

（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、従来、機械及び装置の耐用年数を４～10年としておりましたが、法人税法の

改正に伴い、第１四半期連結会計期間より４～９年に変更しました。この変更に伴い従来の方法によった場

合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益が、「自動車部品製造事業」で90,711千円減少しており

ます。

－ 1 －



〔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
（千円）

米国
（千円）

タイ国
（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 14,575,216 4,557,450 2,399,066 21,531,733 － 21,531,733

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高
－ － 133 133 (133) －

計 14,575,216 4,557,450 2,399,199 21,531,867 (133) 21,531,733

営業利益又は営業損失（△） △528,335 97,868 309,511 △120,955 167,821 46,865

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
（千円）

米国
（千円）

タイ国
（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 8,431,500 3,884,063 1,834,034 14,149,599 － 14,149,599

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高
－ － － － － －

計 8,431,500 3,884,063 1,834,034 14,149,599 － 14,149,599

営業利益又は営業損失（△） △1,614,411 136,214 50,988 △1,427,208 155,941 △1,271,266

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

　　　　２．営業費用は全て、各セグメントに賦課しており、配賦不能営業費用はありません。

３．会計処理方法の変更

前第２四半期連結累計期間

（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　当第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）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計

期間における「日本」の営業損失が、156,463千円増加しております。

４．追加情報

前第２四半期連結累計期間

（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、従来、機械及び装置の耐用年数を４～10年としておりましたが、法人税法の

改正に伴い、第１四半期連結会計期間より４～９年に変更しました。この変更に伴い従来の方法によった場

合に比べて、当第２四半期連結累計期間における「日本」の営業損失が、90,711千円増加しております。

－ 2 －



〔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）

米国 タイ国 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 4,557,450 2,399,066 6,956,516

Ⅱ　連結売上高（千円） － － 21,531,733

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高

の割合（％）
21.2 11.1 32.3

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）

米国 タイ国 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 3,884,063 1,834,034 5,718,098

Ⅱ　連結売上高（千円） － － 14,149,599

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高

の割合（％）
27.4 13.0 40.4

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．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。

（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。

－ 3 －
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