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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 52,911 △28.9 △2,028 ― △1,828 ― △2,051 ―

21年3月期第2四半期 74,368 ― 3,245 ― 3,365 ― 2,361 ―

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 △79.84 ―

21年3月期第2四半期 91.93 82.23

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 103,227 36,243 30.1 1,209.15
21年3月期 108,710 38,671 30.2 1,279.04

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  31,066百万円 21年3月期  32,862百万円

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 ― 10.00 ― 5.00 15.00

22年3月期 ― 5.00

22年3月期 
（予想）

― 5.00 10.00

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 117,000 △14.5 450 △42.2 800 21.4 △1,000 ― △38.92
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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 をご覧下さい。 

(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） 

(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 

上記に記載した予想数値は、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2四半期 25,750,830株 21年3月期  25,750,830株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  58,094株 21年3月期  58,088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 25,692,738株 21年3月期第2四半期 25,692,795株
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当第２四半期連結会計期間における当社グループを取り巻く経済環境は、各国政府による景気対策によ

り、先進諸国においてはその効果が徐々に顕在化し極めて緩慢ながらも景気が持ち直し傾向にあった一

方、新興国は、いち早く内需回復を遂げ、これと外需の取り込みとが相まって経済は総じて堅調に推移し

ました。 

自動車業界においては、日本では景気対策による環境対応車の好調な販売により、自動車販売台数がほ

ぼ前年同月水準にまで回復したものの、他の先進国同様、景気対策後の反動が懸念され始めました。一方

で中国をはじめインド、ブラジル等では市場が急速に回復、自動車販売が再び成長軌道を辿りはじめ、先

進国との間で需要の二極化が鮮明となりました。 

このような環境のもと、当第２四半期連結会計期間において当社グループは、生産台数が低水準で推移

しても利益が創出できる体質の確立に向け、固定費の見直しや機械装置、建物及び構築物等で設備投資の

絞込みを進めてきました。また、主力得意先の新型車部品及び新規部品の受注拡大を図るとともに新規顧

客の獲得に努めてまいりました。加えて、将来に向けた技術蓄積や客先への技術提案を積極展開するとと

もに、主力得意先の小型車戦略に対応すべく低コスト部品のグループ内相互補完体制の構築を継続的に進

めております。 

このような結果、当第２四半期連結会計期間における経営成績は、主力得意先における輸出車生産の減

少や北米生産の落ち込みなどから当社グループの生産も一部地域を除き軟調に推移し、売上高279億１百

万円(前年同期比26.6％減)、営業損失５億85百万円(前年同期は営業利益16億79百万円)、経常損失５億72

百万円(前年同期は経常利益18億13百万円)、四半期純損失８億22百万円(前年同期は四半期純利益13億68

百万円)となりました。 

所在地別セグメント状況につきましては、日本、北米においては自動車生産台数の回復が鈍い中、設備

投資の絞込みや諸費用の削減に努めたものの、日本では売上高110億７百万円(前年同期比30.7％減)、営

業損失６億73百万円(前年同期は営業利益１億41百万円)、北米では加えて為替換算上の影響もあり、売上

高104億55百万円(前年同期比32.0％減)、営業損失１億70百万円(前年同期は営業利益５億19百万円)とな

りました。アジアにおいては、特にタイにおける内需低迷の影響が大きく売上高76億76百万円(前年同期

比11.5％減)、加えて中国における減価償却費や労務費の増加なども影響し営業利益１億50百万円(前年同

期比84.9％減)となりました。 
  
なお、平成22年３月期第１四半期に係る連結経営成績に関する定性的情報については、平成22年３月期

第１四半期決算短信(平成21年７月30日開示)をご参照下さい。 

  
  

当第２四半期連結会計期間末における連結財政状態は、資産合計は、保有株式の値上がりを受けて投

資その他の資産が増加した一方で、為替換算上の影響もあり受取手形及び売掛金や有形固定資産が減少

したことにより、1,032億27百万円(前連結会計年度末比54億82百万円減)となりました。 

純資産は、四半期純損失の計上などにより362億43百万円(同24億27百万円減)、自己資本比率は

30.1％(同0.1ポイントのマイナス)となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、有形固定資産の

取得や長期借入金の返済などによる資金の減少がありましたが、売上債権の減少や長期借入れによる収

入などの資金の増加によって57億42百万円(前年同期比７億73百万円減)となりました。 

(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、売上債権の減少及び仕入債務の増加などによる資金の増加があ

りましたが、税金等調整前四半期純損失やたな卸資産の増加、減価償却費の減少などにより前年同

期と比べ40億92百万円(66.4％)減少の20億68百万円となりました。 

・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

(1) 財政状態の分析

(2) キャッシュ・フローの状況
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(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果支出した資金は、有形固定資産の取得が減少したもののその他の収入も減少した

ことなどにより前年同期と比べ１億９百万円(5.0％)増加の22億87百万円となりました。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動の結果支出した資金は、長期借入れによる収入の増加などがありましたが短期借入金の

返済などにより前年同期と比べ15億63百万円(625.1％)増加の18億13百万円となりました。 

  
  

平成21年４月28日に発表した平成22年３月期の連結業績につきましては、次のとおり修正しておりま

す。詳細は、平成21年10月27日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

  

通期連結業績予想の修正 

 
  
(参考)通期個別業績予想の修正等 

 
  

  
  

該当事項はありません。 

  

1) 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。 

2) 税金費用の計算 

当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する方法を採用しております。 

 ただし、税引前四半期純損失となった場合等には、法定実効税率を乗じて計算しております。 

 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。 

  

該当事項はありません。 

  
  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

単位：百万円

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

前回予想(Ａ) 107,000 △2,000 △1,700 △1,800
今回修正(Ｂ) 117,000 450 800 △1,000
増減額(Ｂ-Ａ) 10,000 2,450 2,500 800
増減率 9.3％ ― ― ―

単位：百万円

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

前回予想(Ａ) 44,000 △3,300 △3,000 △3,300
今回修正(Ｂ) 46,000 △2,000 △1,200 △2,800
増減額(Ｂ-Ａ) 2,000 1,300 1,800 500
増減率 4.5％ ― ― ―

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：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 6,142 6,853

受取手形及び売掛金 14,965 16,795

たな卸資産 10,349 10,135

繰延税金資産 275 255

その他 2,710 2,549

貸倒引当金 △11 －

流動資産合計 34,431 36,589

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 16,588 17,071

機械装置及び運搬具（純額） 25,829 27,894

工具、器具及び備品（純額） 11,415 12,239

土地 4,590 4,580

建設仮勘定 5,329 5,857

有形固定資産合計 63,752 67,643

無形固定資産   

ソフトウエア 269 306

その他 22 23

無形固定資産合計 292 329

投資その他の資産   

投資有価証券 4,212 3,568

長期貸付金 103 108

繰延税金資産 16 －

その他 581 562

貸倒引当金 △162 △90

投資その他の資産合計 4,750 4,148

固定資産合計 68,796 72,120

資産合計 103,227 108,710
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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   

支払手形及び買掛金 14,261 13,412

短期借入金 14,092 16,342

1年内償還予定の社債 300 300

1年内返済予定の長期借入金 4,749 5,614

未払金 1,512 1,574

未払法人税等 345 290

賞与引当金 995 985

設備関係支払手形 230 1,054

その他 2,684 2,762

流動負債合計 39,171 42,337

固定負債   

社債 700 850

転換社債型新株予約権付社債 5,000 5,000

長期借入金 14,500 13,798

繰延税金負債 1,710 1,609

退職給付引当金 3,034 2,957

役員退職慰労引当金 343 343

債務保証損失引当金 360 351

負ののれん 1,497 1,996

その他 665 794

固定負債合計 27,813 27,701

負債合計 66,984 70,039

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,240 3,240

資本剰余金 12,237 12,237

利益剰余金 19,057 21,237

自己株式 △36 △36

株主資本合計 34,498 36,678

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 266 △101

為替換算調整勘定 △3,698 △3,714

評価・換算差額等合計 △3,432 △3,816

少数株主持分 5,176 5,808

純資産合計 36,243 38,671

負債純資産合計 103,227 108,710
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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 74,368 52,911

売上原価 65,156 50,285

売上総利益 9,211 2,625

販売費及び一般管理費 5,965 4,653

営業利益又は営業損失（△） 3,245 △2,028

営業外収益   

受取利息及び配当金 72 49

負ののれん償却額 499 499

持分法による投資利益 70 －

為替差益 8 27

その他 60 115

営業外収益合計 711 691

営業外費用   

支払利息 578 449

その他 12 42

営業外費用合計 591 491

経常利益又は経常損失（△） 3,365 △1,828

特別利益   

固定資産売却益 31 16

特別利益合計 31 16

特別損失   

固定資産売却損 26 13

固定資産廃棄損 159 13

減損損失 － 262

投資有価証券評価損 75 26

貸倒引当金繰入額 － 70

特別損失合計 261 385

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（△）

3,136 △2,197

法人税等 476 62

少数株主利益又は少数株主損失（△） 298 △208

四半期純利益又は四半期純損失（△） 2,361 △2,051
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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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

3,136 △2,197

減価償却費 8,319 7,816

負ののれん償却額 △499 △499

賞与引当金の増減額（△は減少） 90 7

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 63 0

退職給付引当金の増減額（△は減少） 133 100

受取利息及び受取配当金 △72 △49

支払利息 578 449

持分法による投資損益（△は益） △70 －

固定資産売却損益（△は益） △5 △2

固定資産廃棄損 159 13

減損損失 － 262

投資有価証券評価損益（△は益） 75 26

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 80

売上債権の増減額（△は増加） △1,731 1,870

たな卸資産の増減額（△は増加） △187 △602

仕入債務の増減額（△は減少） 572 1,027

その他 400 △1,059

小計 10,963 7,243

利息及び配当金の受取額 72 49

利息の支払額 △580 △448

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △429 329

営業活動によるキャッシュ・フロー 10,025 7,173

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 △5,742 △5,924

有形固定資産の売却による収入 217 9

無形固定資産の取得による支出 △25 △14

投資有価証券の取得による支出 △24 △13

その他 721 △23

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,855 △5,966

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） △596 △1,984

長期借入れによる収入 2,121 3,943

長期借入金の返済による支出 △3,463 △3,807

社債の償還による支出 △50 △150

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △321 △128

その他 0 △5

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,310 △2,131

現金及び現金同等物に係る換算差額 △97 113

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,763 △811

現金及び現金同等物の期首残高 3,752 6,553

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,515 5,742
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該当事項はありません。 

  

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) 

  

自動車部品事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の合計額

に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

  

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) 

  

自動車部品事業の売上高及び営業損失の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業損失の合計額

に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

  

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) 

  

 
（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．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

    北米・・・アメリカ、カナダ    アジア・・・中国、タイ、インド 

  

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) 

  

 
（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．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

    北米・・・アメリカ、カナダ    アジア・・・中国、タイ、インド 

  

  

(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】

【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

26,709 30,805 16,853 74,368 ― 74,368

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

3,798 ― 15 3,814 (3,814) ―

計 30,507 30,805 16,869 78,182 (3,814) 74,368

営業利益 22 875 2,265 3,163 82 3,245

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

18,385 19,989 14,536 52,911 ― 52,911

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

2,880 ― 4 2,884 (2,884) ―

計 21,265 19,989 14,540 55,795 (2,884) 52,911

営業利益又は営業損失(△) △1,839 △509 86 △2,262 234 △2,028
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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) 

  

 
（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．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

 (1) 北米・・・・アメリカ、カナダ 

 (2) アジア・・・中国、タイ、インド 

 (3) 欧州・・・・イギリス 

 ３．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。 

  

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) 

  

 
（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．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

 (1) 北米・・・・アメリカ、カナダ 

 (2) アジア・・・中国、タイ、インド 

 (3) 欧州・・・・イギリス 

 ３．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。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

【海外売上高】

北米 アジア 欧州 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 30,805 16,852 421 48,078

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― 74,368

Ⅲ 海外売上高の連結売上高
に占める割合(％)

41.4 22.6 0.6 64.6

北米 アジア 欧州 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 19,964 14,519 29 34,512

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― 52,911

Ⅲ 海外売上高の連結売上高
に占める割合(％)

37.7 27.4 0.1 65.2

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

－10－

㈱エイチワン(5989) 平成22年３月期 第２四半期決算短信




