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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 4,249 △52.8 △349 ― △485 ― △503 ―

21年3月期第2四半期 8,998 △11.7 18 ― △97 ― △120 ―

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 △32.81 ―

21年3月期第2四半期 △7.83 ―

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 10,335 769 7.4 50.16
21年3月期 10,711 1,229 11.5 80.16

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  769百万円 21年3月期  1,229百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
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 10,200 △29.4 △90 ― △345 ― △440 ― △28.67
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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  
詳細は3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 

１．通期の連結業績予想につきましては、平成21年５月15日に公表いたしました数値から変更しておりません。 
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大きく異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 15,385,000株 21年3月期  15,385,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  42,384株 21年3月期  41,084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 15,343,237株 21年3月期第2四半期 15,345,180株
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 当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、世界経済全体の復調に従って徐々に好転し、政府の景気浮揚策

の効果もあらわれて明るい兆候はみえるものの、いまだ不透明感は払拭できず、このまま着実に景況が改善していく

という安心感は持てるまでには至っておりません。 

 わが国の自動車業界について見ると、エコカー減税等をはじめとする政府政策が功を奏し、ハイブリッド車や低公

害車の好調などが大きな要因となり、９月の新車総販売台数がプラスに転じ７－９月後半から回復の基調が見えてき

ました。しかしながら、グローバルな輸出販売をはじめ自動車全体の売上水準からみると未だ回復途上の段階にあり

ますが、危機的な状況にあったＧＭをはじめとする米国自動車産業は、米国不動産、金融不況の底打ちの兆しもあ

り、持ち直しの気配がでてきております。 

 そうした中で、自動車部品中心の当社グループは昨年来の最悪期を乗り越え、９月には期初に見通した計画値を上

回る売上高の復調により、概ね第２四半期連結累計期間で当初予想に近い実績を確保することができました。第３四

半期以降も厳しい経営環境が引き続き継続する想定のもと、昨年末から取り組んできた「総コスト半減運動」のさら

なる徹底を図り、生産体制のスリム化、効率化を実現して年度後半の経常利益の黒字化に向けて全社をあげて取り組

んでおります。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間における業績は、前年に比べると大きく下回っており、売上高4,249百万

円（前年比52.8％減少）、営業損失349百万円、経常損失485百万円、四半期純損失503百万円となりました。  

  

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は10,335百万円となり、前年度末に比べ375百万円減少いたしました。流動

資産は2,853百万円となり、218百万円減少いたしました。主な要因は現金及び預金の減少（179百万円）、受取手形

及び売掛金の増加（71百万円）等です。固定資産は7,481百万円となり157百万円減少いたしました。主な要因は、有

形固定資産の減少であり、新規取得よりも減価償却費が上回り191百万円の減少となりました。 

 当第２四半期連結会計期間末の負債合計は9,566百万円となり、前年度末に比べ84百万円増加いたしました。流動

負債は3,550百万円となり、47百万円増加いたしました。主な要因は、支払手形及び買掛金（93百万円）等です。固

定負債は6,015百万円となり、36百万円増加いたしました。主な要因は、長期借入金の減少（36百万円）、退職給付

引当金の増加（44百万円）等です。   

  

 当第２四半期連結会計期間については、売上高が４－６月期に当初計画よりも落ち込み、５月に公表した見通し

に比べて売上高累計で７．６％下回ったため、年度前半の営業損失、経常損失および当期純損失ともに第２四半期

見通しに対して今一歩の実績となっております。 

 ２００９年度通期については、売上高が現状から大きく回復しないという見通しに基づき、厳しいコスト改善に

取り組み、縮小均衡させる生産体制を整備しつつあります。一方、現在の不透明な景況感のもとでは、内外の市況

の要因がどのように当社グループの業績に影響を与えるか見極めができない面もあり、通期の見通しについて現時

点では平成21年５月15日に公表した平成22年３月期の業績予想に変更はありません。 

  

該当事項はありません。    

  

①  簡便な会計処理 

 棚卸資産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り、簿価

切下げを行う方法によっております。  

 原価差異の配賦については、原価差異を棚卸資産と売上原価への配賦を簡便的な方法により計算しています。

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 法人税等の計上基準については、一部簡便な方法を採用しております。  

  

 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
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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 522,472 701,618

受取手形及び売掛金 1,620,158 1,548,249

商品及び製品 177,690 170,002

仕掛品 136,547 171,026

原材料及び貯蔵品 251,343 296,367

その他 145,717 185,539

流動資産合計 2,853,928 3,072,804

固定資産   

有形固定資産   

建物 5,838,606 5,801,338

減価償却累計額 △3,890,475 △3,808,623

建物（純額） 1,948,131 1,992,715

工具、器具及び備品 20,492,889 20,375,484

減価償却累計額 △18,883,657 △18,627,857

工具、器具及び備品（純額） 1,609,231 1,747,626

土地 2,007,346 2,006,334

その他 6,121,410 6,007,106

減価償却累計額 △4,715,886 △4,591,856

その他（純額） 1,405,524 1,415,250

有形固定資産合計 6,970,234 7,161,926

無形固定資産 20,126 20,612

投資その他の資産 491,349 456,199

固定資産合計 7,481,710 7,638,738

資産合計 10,335,639 10,711,543

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,275,010 1,181,159

短期借入金 1,465,085 1,458,377

未払法人税等 16,933 17,268

賞与引当金 28,393 28,766

その他 765,284 817,486

流動負債合計 3,550,706 3,503,057

固定負債   

社債 75,000 80,000

長期借入金 4,959,232 4,995,852

退職給付引当金 642,930 598,388

その他 338,242 304,265

固定負債合計 6,015,404 5,978,506

負債合計 9,566,111 9,481,564
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,298,010 2,298,010

資本剰余金 2,323,426 2,323,426

利益剰余金 △3,825,476 △3,322,120

自己株式 △8,798 △8,729

株主資本合計 787,162 1,290,586

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 73,405 39,949

為替換算調整勘定 △91,040 △100,557

評価・換算差額等合計 △17,634 △60,608

純資産合計 769,527 1,229,978

負債純資産合計 10,335,639 10,711,543
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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 8,998,109 4,249,257

売上原価 8,005,546 4,034,315

売上総利益 992,562 214,941

販売費及び一般管理費 973,791 564,244

営業利益又は営業損失（△） 18,771 △349,303

営業外収益   

受取利息 3,853 2,599

受取配当金 6,232 4,709

金型精算差益 6,420 1,478

為替差益 8,400 －

その他 12,725 19,304

営業外収益合計 37,631 28,091

営業外費用   

支払利息 141,535 132,870

為替差損 － 19,724

その他 12,148 11,466

営業外費用合計 153,684 164,061

経常損失（△） △97,281 △485,272

特別利益   

固定資産売却益 6,780 738

その他 － 462

特別利益合計 6,780 1,200

特別損失   

固定資産除却損 15,539 6,488

その他 1,331 －

特別損失合計 16,870 6,488

税金等調整前四半期純損失（△） △107,371 △490,560

法人税、住民税及び事業税 12,193 10,888

法人税等調整額 587 1,907

法人税等合計 12,781 12,795

四半期純損失（△） △120,153 △503,356
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 4,639,010 2,337,596

売上原価 4,061,208 2,149,468

売上総利益 577,802 188,127

販売費及び一般管理費 475,420 289,835

営業利益又は営業損失（△） 102,381 △101,707

営業外収益   

受取利息 3,014 2,041

受取配当金 2,178 1,235

金型精算差益 1,091 596

その他 6,163 11,499

営業外収益合計 12,448 15,373

営業外費用   

支払利息 72,760 69,353

為替差損 6,965 14,269

その他 5,282 4,679

営業外費用合計 85,008 88,301

経常利益又は経常損失（△） 29,821 △174,636

特別利益   

固定資産売却益 1,675 738

その他 － 462

特別利益合計 1,675 1,200

特別損失   

固定資産除却損 5,794 3,940

その他 1,331 －

特別損失合計 7,125 3,940

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（△）

24,371 △177,375

法人税、住民税及び事業税 4,720 9,122

法人税等調整額 △4,973 △609

法人税等合計 △252 8,512

四半期純利益又は四半期純損失（△） 24,624 △185,888
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 該当事項はありません。 

  

 自動車関連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金額の合計額に

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２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

  

当第２四半期連結会計期間（自 平成21年７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〕

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（千円） 
米国

（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  4,096,045  542,964  4,639,010 ―  4,639,010

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
― ― ―  ― ― 

計  4,096,045  542,964  4,639,010 ―  4,639,010

営業費用  3,976,478  560,150  4,536,628 ―  4,536,628

営業損益（△）  119,567  △17,185  102,381 ―  102,381

  
日本 

（千円） 
米国

（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  2,045,413  292,182  2,337,596 ―  2,337,596

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
― ― ―  ― ― 

計  2,045,413  292,182  2,337,596 ―  2,337,596

営業費用  2,080,340  358,963  2,439,304 ―  2,439,304

営業損益（△）  △34,926  △66,780  △101,707 ―  △101,707

  
日本 

（千円） 
米国

（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  7,906,322  1,091,786  8,998,109 ―  8,998,109

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
― ― ―  ― ― 

計  7,906,322  1,091,786  8,998,109 ―  8,998,109

営業費用  7,843,485  1,135,852  8,979,338 ―  8,979,338

営業損益（△）  62,837  △44,065  18,771 ―  18,771

  
日本 

（千円） 
米国

（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  3,585,538  663,718  4,249,257 ―  4,249,257

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
― ― ―  ― ― 

計  3,585,538  663,718  4,249,257 ―  4,249,257

営業費用  3,818,172  780,387  4,598,560 ―  4,598,560

営業損益（△）  △232,634  △116,668  △349,303 ―  △349,303

㈱イクヨ　（７２７３）　平成22年３月期　第２四半期決算短信

8



前第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

  

当第２四半期連結会計期間（自 平成21年７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） 

   

  

 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〕

  米国 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  542,964  542,964

Ⅱ 連結売上高（千円） ―  4,639,010

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 11.7  11.7

  米国 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  292,182  292,182

Ⅱ 連結売上高（千円） ―  2,337,596

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 12.5  12.5

  米国 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,091,786  1,091,786

Ⅱ 連結売上高（千円） ―  8,998,109

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 12.1  12.1

  米国 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  663,718  663,718

Ⅱ 連結売上高（千円） ―  4,249,257

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 15.6  15.6

（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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