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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 12,271 △28.1 △495 ― △471 ― △528 ―
21年3月期第2四半期 17,072 ― 332 ― 239 ― 56 ―

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 △31.12 ―
21年3月期第2四半期 3.30 ―

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 19,093 11,633 60.9 685.01
21年3月期 19,387 12,249 63.0 719.15

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  11,633百万円 21年3月期  12,213百万円

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 ― 5.00 ― 5.00 10.00
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  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 26,300 △18.4 △490 ― △510 ― △760 ― △44.75
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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、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） 

(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 
平成21年５月14日発表の通期連結業績予想を本資料において修正しております。上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、
実際の業績は今後のさまざまな要因によって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 17,085,034株 21年3月期  17,085,034株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  102,274株 21年3月期  101,394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 16,983,116株 21年3月期第2四半期 16,985,586株
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 当第２四半期連結累計期間における経済情勢は、昨年から続く世界的な景気後退の中で各国政府の景気刺激策の効

果などにより一部に持ち直しの兆しは見られるものの、雇用環境や企業収益は引き続き厳しい状態が続いておりま

す。 

 このような状況の中、当社グループは生産性向上やコスト削減等に努めてまいりましたが、当第２四半期連結累計

期間の業績は、景気後退による需要の減少により車載・家電用機能部品事業において販売減少が大きく、売上高は

12,271百万円（前年同期比28.1％減）、営業損失は495百万円（前年同期は営業利益332百万円）、経常損失は471百

万円（同 経常利益239百万円）、四半期純損失は528百万円（同 四半期純利益56百万円）となりました。 

  

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末より293百万円減少し19,093百万円となりまし

た。受取手形及び売掛金の減少（前連結会計年度末と比較して744百万円減）等が主な要因であります。負債につき

ましては、前連結会計年度末より321百万円増加し7,460百万円となりました。支払手形及び買掛金の増加（同620百

万円増）等が主な要因であります。純資産につきましては、前連結会計年度末より615百万円減少し11,633百万円と

なりました。利益剰余金の減少（同613百万円減）が主な要因であります。  

 以上の結果、自己資本比率は60.9％となり、前連結会計年度末と比較して2.1ポイント減少しております。 

  

 業績予想につきましては、今後の見通しを勘案し、平成21年５月14日発表の予想数値を修正いたしました。詳細に

つきましては、本日公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

 なお、業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、需要動向や経済環境などさまざまな要因の変化

により、実際の業績がこれらの見通しとは異なる結果となることもあり得ますので、ご承知おきいただきますようお

願いいたします。  

  

 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 

 減価償却の方法は、主として定率法を採用し、当連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分する方法によ

っております。  

②棚卸資産の評価方法 

 棚卸資産の簿価の切下げに関しては、収益性の低下が明らかのものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価

の切下げを行う方法によっております。 

③税金費用の計算方法 

 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をしております。 

 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。  

  

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

（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 -



５．四半期連結財務諸表 
（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 1,453,027 1,069,889

受取手形及び売掛金 5,488,274 6,232,944

商品及び製品 490,415 603,841

仕掛品 272,483 242,742

原材料及び貯蔵品 2,281,157 2,143,750

その他 1,027,260 1,075,898

貸倒引当金 △504 △564

流動資産合計 11,012,113 11,368,501

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,621,880 5,528,626

減価償却累計額 △2,772,934 △2,633,678

建物及び構築物（純額） 2,848,945 2,894,947

機械装置及び運搬具 4,402,361 4,241,142

減価償却累計額 △2,793,176 △2,526,716

機械装置及び運搬具（純額） 1,609,184 1,714,425

土地 1,993,763 1,670,851

その他 2,872,966 2,802,666

減価償却累計額 △2,312,069 △2,228,570

その他（純額） 560,897 574,095

有形固定資産合計 7,012,791 6,854,319

無形固定資産   

その他 139,997 137,888

無形固定資産合計 139,997 137,888

投資その他の資産   

投資有価証券 330,121 293,358

前払年金費用 500,156 446,355

その他 122,921 311,828

貸倒引当金 △24,250 △24,450

投資その他の資産合計 928,950 1,027,093

固定資産合計 8,081,738 8,019,301

資産合計 19,093,852 19,387,803
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（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 2,563,919 1,943,476

短期借入金 2,479,000 2,019,000

未払法人税等 66,089 163,074

賞与引当金 272,374 377,399

製品保証引当金 53,958 55,703

その他 747,014 1,278,824

流動負債合計 6,182,356 5,837,478

固定負債   

長期借入金 1,213,367 1,237,867

退職給付引当金 19,442 20,836

その他 45,308 42,553

固定負債合計 1,278,117 1,301,257

負債合計 7,460,473 7,138,735

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,476,232 2,476,232

資本剰余金 2,640,082 2,640,082

利益剰余金 6,713,904 7,327,402

自己株式 △48,725 △48,517

株主資本合計 11,781,493 12,395,200

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 49,663 27,218

為替換算調整勘定 △197,778 △208,621

評価・換算差額等合計 △148,115 △181,403

少数株主持分 － 35,270

純資産合計 11,633,378 12,249,067

負債純資産合計 19,093,852 19,387,803
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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：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 17,072,731 12,271,867

売上原価 15,507,542 11,590,666

売上総利益 1,565,188 681,201

販売費及び一般管理費   

製品保証引当金繰入額 6,369 4,975

給料及び賞与 417,234 427,919

賞与引当金繰入額 113,175 71,971

退職給付引当金繰入額 29,065 42,092

その他 666,713 629,806

販売費及び一般管理費合計 1,232,558 1,176,763

営業利益又は営業損失（△） 332,630 △495,562

営業外収益   

受取利息 805 3,094

受取配当金 4,535 2,549

負ののれん償却額 － 10,470

保険解約返戻金 18,373 52,536

助成金収入 － 32,479

その他 44,714 43,558

営業外収益合計 68,428 144,688

営業外費用   

支払利息 32,130 26,498

為替差損 116,037 60,943

その他 13,181 33,663

営業外費用合計 161,349 121,105

経常利益又は経常損失（△） 239,709 △471,979

特別利益   

固定資産売却益 5,012 529

補助金収入 － 7,475

前期損益修正益 1,992 －

その他 － 260

特別利益合計 7,005 8,265

特別損失   

固定資産処分損 10,278 3,370

固定資産圧縮損 － 7,475

その他 184 －

特別損失合計 10,462 10,845

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（△）

236,252 △474,559

法人税等 193,693 54,201

少数株主損失（△） △13,570 △180

四半期純利益又は四半期純損失（△） 56,129 △528,580
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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） 

  

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） 

  

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）  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
車載・家電用
機能部品事業 
（千円） 

通信・制御 
機器事業 
（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  14,731,694  2,341,036  17,072,731  －  17,072,731

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 61,908  414,119  476,028 (476,028)  －

計  14,793,603  2,755,156  17,548,759 (476,028)  17,072,731

営業利益  338,988  22,348  361,336 (28,706)  332,630

  
車載・家電用
機能部品事業 
（千円） 

通信・制御 
機器事業 
（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  10,285,073  1,986,794  12,271,867  －  12,271,867

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 22,875  334,873  357,749 (357,749)  －

計  10,307,948  2,321,668  12,629,617 (357,749)  12,271,867

営業損失(△)  △442,037  △23,813  △465,850 (29,711)  △495,562

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（千円） 
アジア 
（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  14,743,212  2,329,518  17,072,731  －  17,072,731

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 507,996  1,201,860  1,709,856 (1,709,856)  －

計  15,251,208  3,531,379  18,782,588 (1,709,856)  17,072,731

営業利益  347,964  13,372  361,336 (28,706)  332,630

  
日本 

（千円） 
アジア 
（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  10,136,784  2,135,083  12,271,867  －  12,271,867

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 238,356  1,040,934  1,279,291 (1,279,291)  －

計  10,375,140  3,176,017  13,551,158 (1,279,291)  12,271,867

営業損失(△)  △402,316  △63,534  △465,850 (29,711)  △495,562
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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）  

  

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）  

  

 該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕

  アジア 欧州 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  2,198,353  57,824  2,256,178

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  17,072,731

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  12.9  0.3  13.2

  アジア 欧州 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  2,142,822  17,580  2,160,403

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  12,271,867

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  17.5  0.1  17.6

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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