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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 31,193 △38.0 125 △91.3 70 △95.2 △1,065 ―

21年3月期第2四半期 50,374 ― 1,463 ― 1,493 ― 1,066 ―

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 △58.53 ―

21年3月期第2四半期 61.45 ―

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 50,325 16,907 32.3 894.61
21年3月期 47,075 17,181 35.1 910.08

（参考） 自己資本  22年3月期第2四半期  16,282百万円 21年3月期  16,566百万円

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 ― 3.75 ― 3.75 7.50

22年3月期 ― 3.75

22年3月期 
（予想）

― 3.75 7.50

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 67,600 △27.5 600 56.1 300 ― △900 ― △49.45



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、３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、３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予想につきましては、現時点において入手された情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因によ
り上記の業績予想値と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、３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。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 有

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 19,410,000株 21年3月期 19,410,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期 1,208,994株 21年3月期 1,206,231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 18,202,330株 21年3月期第2四半期 17,350,520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我が国経済は、輸出や生産の増加によって景気は持ち直しつつあるものの、企

業収益の落ち込みを背景に設備投資は減少を続けております。また、失業率も上昇傾向にあり、雇用や所得の環境悪

化から個人消費も低迷しております。一方、世界経済全体でも、中国では景気刺激策の効果により内需を中心に成長

率が高まっているものの、米国や欧州では景気低迷が続いております。 

 当社の属する自動車業界では、エコカー減税や新車購入補助金が追い風となり、ハイブリッド車の人気が先行して

おりますが、本格回復には至っておりません。 

 このような状況の中で、当第２四半期連結累計期間における売上高は、中国市場は堅調に推移したものの、国内及

び北米地域の得意先減産影響や円高による為替換算差影響により前年同期比38.0％減の31,193百万円となりました。

損益面では減収影響による落込みが大きく、労務費等固定費削減に努めたものの、営業利益は前年同期比91.3％減の

125百万円、経常利益は前年同期比95.2％減の70百万円、四半期純損失は1,065百万円（前年同期は1,066百万円の四

半期純利益）となりました。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

(資産） 

当第２四半期連結会計期間末における資産合計は50,325百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,250百万円増加

しました。これは現金及び預金の増加2,031百万円、受取手形及び売掛金の増加1,935百万円、原材料の減少1,134百

万円が主な要因であります。 

（負債）  

当第２四半期連結会計期間末における負債合計は33,418百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,525百万円増加

しました。これは長短借入金の増加2,439百万円、支払手形及び買掛金の増加511百万円が主な要因であります。  

（純資産）  

当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は16,907百万円となり、前連結会計年度末に比べ274百万円減少

しました。これは利益剰余金の減少1,133百万円、為替換算調整勘定の増加656百万円が主な要因であります。   

３．連結業績予想に関する定性的情報 

平成21年10月20日公表の通期業績予想より変更はありません。 

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 

 （簡便な会計処理）  

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。  

 （四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む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。  

（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 

① ５.（５）ｂ. 所在地別セグメント情報において前第３四半期連結累計期間までその他の地域として区分表

示していました名称を、金額的重要性と伴に、より明確に表示するため、前連結会計年度よりアジアと名称

変更しました。  

② ５.（５）ｃ. 海外売上高において前第３四半期連結累計期間までその他の地域として区分表示していまし

た名称を、金額的重要性と伴に、より明確に表示するため、前連結会計年度よりアジアとその他の地域に名

称変更しました。 



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 5,948,778 3,917,394

受取手形及び売掛金 11,079,713 9,144,371

製品 864,859 820,643

原材料 3,157,323 4,291,820

仕掛品 972,434 1,194,955

貯蔵品 1,012,300 780,737

繰延税金資産 102,869 224,067

その他 1,900,326 1,182,440

貸倒引当金 △7,194 △6,653

流動資産合計 25,031,411 21,549,777

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,316,728 7,366,474

機械装置及び運搬具（純額） 7,897,917 8,304,738

工具、器具及び備品（純額） 2,093,127 2,334,713

土地 4,411,696 4,392,726

その他（純額） 1,180,632 702,849

有形固定資産合計 22,900,102 23,101,502

無形固定資産   

その他 192,586 161,287

無形固定資産合計 192,586 161,287

投資その他の資産   

投資有価証券 1,560,519 1,302,300

繰延税金資産 16,826 7,272

その他 632,366 961,074

貸倒引当金 △7,890 △7,890

投資その他の資産合計 2,201,822 2,262,757

固定資産合計 25,294,511 25,525,547

資産合計 50,325,923 47,075,324



（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,781,730 9,269,899

短期借入金 9,700,598 8,210,449

未払法人税等 160,840 133,482

繰延税金負債 207,231 47,692

賞与引当金 535,918 541,002

その他 3,925,592 3,459,394

流動負債合計 24,311,912 21,661,920

固定負債   

長期借入金 5,066,266 4,117,122

繰延税金負債 388,123 377,138

退職給付引当金 2,986,536 2,991,270

役員退職慰労引当金 429,933 413,496

その他 236,144 332,548

固定負債合計 9,107,005 8,231,575

負債合計 33,418,917 29,893,496

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,206,062 3,206,062

資本剰余金 3,184,500 3,184,500

利益剰余金 13,387,219 14,521,067

自己株式 △1,100,529 △1,099,712

株主資本合計 18,677,252 19,811,918

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 342,124 148,184

為替換算調整勘定 △2,736,573 △3,393,112

評価・換算差額等合計 △2,394,449 △3,244,927

少数株主持分 624,202 614,837

純資産合計 16,907,005 17,181,828

負債純資産合計 50,325,923 47,075,324



（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 50,374,746 31,193,565

売上原価 45,845,944 28,812,524

売上総利益 4,528,802 2,381,041

販売費及び一般管理費 3,065,422 2,255,108

営業利益 1,463,380 125,932

営業外収益   

受取利息 21,832 7,679

受取配当金 19,079 13,230

投資不動産賃貸料 31,098 31,098

為替差益 56,962 －

持分法による投資利益 6,035 －

助成金収入 － 145,342

雑収入 123,587 99,698

営業外収益合計 258,595 297,049

営業外費用   

支払利息 148,303 185,550

持分法による投資損失 － 44,558

為替差損 － 30,569

雑損失 79,901 91,473

営業外費用合計 228,205 352,151

経常利益 1,493,770 70,830

特別利益   

投資有価証券売却益 8,228 －

特別利益合計 8,228 －

特別損失   

割増退職金 － 760,711

出資金評価損 － 341,366

貸倒引当金繰入額 402 －

特別損失合計 402 1,102,077

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（△）

1,501,597 △1,031,246

法人税等 395,742 △3,399

少数株主利益 39,512 37,609

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,066,341 △1,065,456



（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 1,501,597 △1,031,246

減価償却費 2,650,331 2,112,530

のれん償却額 － 481

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,565 417

賞与引当金の増減額（△は減少） △310,771 △5,083

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △25,000 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △12,450 △4,734

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △6,882 16,437

受取利息及び受取配当金 △40,911 △20,910

支払利息 148,303 185,550

為替差損益（△は益） △57,243 △22,383

持分法による投資損益（△は益） △6,035 44,558

有形固定資産処分損益（△は益） 5,796 －

投資有価証券売却損益（△は益） △8,228 －

出資金評価損 － 341,366

割増退職金 － 760,711

売上債権の増減額（△は増加） 559,915 △1,720,549

たな卸資産の増減額（△は増加） △626,966 964,373

仕入債務の増減額（△は減少） △209,568 283,892

未払消費税等の増減額（△は減少） △103,460 75,326

その他 106,991 △487,236

小計 3,561,849 1,493,502

利息及び配当金の受取額 40,911 32,536

利息の支払額 △147,736 △175,773

割増退職金の支払額 － △76,016

法人税等の支払額 △168,806 △129,631

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,286,217 1,144,618

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 △2,907,394 △1,701,457

有形固定資産の売却による収入 26,083 20,353

投資有価証券の取得による支出 △11,009 △6,899

投資有価証券の売却による収入 10,790 －

貸付けによる支出 △75,430 △21,900

貸付金の回収による収入 35,352 28,237

その他 △30,335 △24,752

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,951,944 △1,706,417



（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) 

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 3,441,938 3,068,394

短期借入金の返済による支出 △2,493,835 △1,555,510

長期借入れによる収入 930,000 2,663,925

長期借入金の返済による支出 △1,972,782 △1,453,380

自己株式の取得による支出 △851 △816

自己株式の売却による収入 580,990 －

配当金の支払額 △99,119 △68,391

リース債務の返済による支出 △120,704 △157,852

財務活動によるキャッシュ・フロー 265,636 2,496,367

現金及び現金同等物に係る換算差額 △144,764 142,258

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 455,144 2,076,826

現金及び現金同等物の期首残高 3,734,591 3,871,952

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,189,736 5,948,778



（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 

a. 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及び当第２四半期連結累計期間はいずれも、全セグメントの売上高の合計、営業

利益又は営業損失（△）の合計額に占める「自動車部品事業」の割合がいずれも90％を超えているため、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。  

b. 所在地別セグメント情報 

 （注) １ 国又は地域の区分は地理的な近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米………………米国・メキシコ 

(2) その他の地域……中国・タイ・インドネシア 

３ 会計処理方法の変更 

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

「四半期連結財務諸表作成にかかる会計処理の原則・手続、表示方法等の変更」に記載のとおり、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、営業利益が日本で60,585

千円減少しております。 

  
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) 

  
日本 
(千円) 

北米 
(千円) 

その他の 
地域 
(千円) 

計 
(千円) 

消去 
又は全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益             

売上高             

(1) 外部顧客に 

対する売上高 
27,582,531 18,545,261 4,246,953 50,374,746 － 50,374,746 

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
3,081,228 － 2,744,908 5,826,136 (5,826,136) － 

計 30,663,760 18,545,261 6,991,861 56,200,883 (5,826,136) 50,374,746 

営業費用 30,358,222 18,285,345 6,069,764 54,713,331 (5,801,965) 48,911,366 

営業利益 305,538 259,916 922,097 1,487,552 (24,171) 1,463,380 



 （注) １ 国又は地域の区分は地理的な近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米………………米国・メキシコ 

(2) アジア……………インドネシア・中国・タイ 

３ 会計処理方法の変更 

前第３四半期連結累計期間までその他の地域として区分表示していました名称を、金額的重要性と伴に、

より明確に表示するため、前連結会計年度よりアジアと名称変更しました。  

前第２四半期連結累計期間のその他の地域のセグメントは全てアジア地域のものであります。 

  
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) 

  
日本 
(千円) 

北米 
(千円) 

アジア 
(千円) 

計 
(千円) 

消去 
又は全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益             

売上高             

(1) 外部顧客に 

対する売上高 
17,429,489 9,232,111 4,531,964 31,193,565 － 31,193,565 

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
1,515,604 8,243 1,722,563 3,246,412 (3,246,412) － 

計 18,945,094 9,240,355 6,254,528 34,439,978 (3,246,412) 31,193,565 

営業費用 18,894,914 9,933,972 5,561,118 34,390,005 (3,322,372) 31,067,633 

営業利益又は 

営業損失（△） 
50,179 △693,616 693,409 49,972 75,960 125,932 



c. 海外売上高 

  

 （注) １ 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。 

２ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

３ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米………………米国・メキシコ 

(2) その他の地域……中国・イギリス・タイ・インドネシア他 

 （注) １ 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。 

２ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

３ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米………………米国・メキシコ 

(2) アジア……………中国・インドネシア・タイ他 

(3) その他の地域……イギリス他 

４ 会計処理方法の変更 

前第３四半期連結累計期間までその他の地域として区分表示していました名称を、金額的重要性と伴に、

より明確に表示するため、前連結会計年度よりアジアとその他の地域に名称変更しました。  

 前第２四半期連結累計期間のその他の地域の売上高は、アジア4,330,671千円、その他の地域1,107,219千

円であります。 

（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。 

  
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 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(千円) 18,545,261 5,437,890 23,983,151 

Ⅱ 連結売上高(千円)     50,374,746 

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合(％) 
36.8 10.7 47.6 

  
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 その他の地域  計 

Ⅰ 海外売上高(千円) 9,232,111 4,608,071 141,647 13,981,830 

Ⅱ 連結売上高(千円)       31,193,565 

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合(％) 
29.5 14.7 0.4 44.8 



６．その他の情報 

    部門別売上高状況 

（単位：千円未満切捨）

  

    
前第２四半期 

（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日）

当第２四半期 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

増減金額 

    金額 
構成比 
（％） 

金額 
構成比 
（％） 

金額 
増減率 
（％） 

 自動車部品

事業 

 安全部品 
 ハンドル 8,967,166 17.8 4,999,372 16.0 △3,967,794 △44.2 

エアバッグ 20,853,986 41.3 13,054,639 41.8 △7,799,347 △37.3 

小計  29,821,152 59.1 18,054,011 57.8 △11,767,141 △39.4 

 樹脂部品   20,481,510 40.6 13,107,741 42.0 △7,373,769 △36.0 

  計  50,302,663 99.8 31,161,752 99.8 △19,140,911 △38.0 

その他事業 72,083 0.1 31,813 0.1 △40,269 △55.8 

合計 50,374,746 100.0 31,193,565 100.0 △19,181,180 △38.0 
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