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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 12,945 △26.2 △74 ― △156 ― △283 ―

21年3月期第2四半期 17,536 ― 178 ― 222 ― 156 ―

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 △31.40 ―

21年3月期第2四半期 17.28 ―

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 21,611 6,062 28.0 669.27
21年3月期 20,600 6,245 30.3 690.38

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  6,040百万円 21年3月期  6,232百万円

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  

平成22年３月期の期末及び合計の配当予想は、未定であります。 

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 ― 6.00 ― 0.00 6.00

22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― ― ―

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 28,400 △10.9 250 460.9 150 ― 100 ― 11.08
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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.その他をご参考ください。 

(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 

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の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれておりま
す。世界経済・競合状況・為替・金利の変動等にかかわるリスクや不安定要因により、実際の業績が記載の予想数値と大幅に異なる可能性があります。 
なお、業績に関する事項は、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参照ください。 

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 9,149,400株 21年3月期  9,149,400株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  123,342株 21年3月期  121,901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 9,026,647株 21年3月期第2四半期 9,027,742株
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 当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済情勢は、内外の自動車・家電の購入促進策・減税等の景気刺激策

の導入、内外の在庫調整の進展・欧米の下げ止まり・アジアを中心とした持ち直しに伴う輸出増加等により、企業収

益の悪化に歯止めがかかり緩やかな回復基調を辿ったものの、雇用環境の悪化や設備投資の減少が継続するなど、全

般的には厳しい環境で推移しました。 

 このような環境のもと、当社グループは、コスト競争力強化のため、調達及び生産の合理化・外注工程の内製化・

在庫削減・業務の効率化等経営全般にわたる合理化に加えて、急激な売上減少に対応すべく、人件費の抑制、取締役

報酬の削減、物流改善等の経費の総見直しによる固定費削減、設備投資の抑制等の収益改善に全力で取り組んでまい

りました。 

 内外で自動車機器事業が大幅減となったことから売上高は 百万円（前年同期比26.2％減）となりました。

利益面では、売上高減少の影響により営業損失は 百万円（前年同期は 百万円の営業利益）、経常損失は

百万円（前年同期は 百万円の経常利益）、四半期純損失 百万円（前年同期は 百万円の四半期純利

益）となりました。 

(1）事業の種類別セグメント 

①自動車機器事業 

 当社グループの主力製品である自動車用点火コイルは、国内の在庫調整の進展・世界各国によるインセンティ

ブ政策の効果等により、自動車販売が年初想定を上回って推移したものの、特に北米市場の主力顧客であるクラ

イスラー社の米国破産法第11条申請に伴う約２ヶ月間に亘る生産ストップが大きく影響し、売上高は80億40百万

円（前年同期比32.7％減）と急減いたしました。 

利益面では、主に売上高減少及び８月に量産を開始したDE Diamond Electric India Private Limited（イン

ド）の初期コスト増加の影響により、営業損失は1億6百万円（前年同期は4億48百万円の営業利益）となりまし

た。 

②電子機器事業 

電子機器事業の主力製品である冷暖房給湯用制御基板は、住宅着工件数の低迷、石油関連製品の減、昨年の欧

州の冷夏に伴う在庫調整の影響・景気回復の遅れ等により生産が伸び悩み、売上高は49億4百万円（前年同期比

12.3%減）にとどまりました。  

利益面では、売上高は減少したものの、生産体制の見直しに伴う各種合理化活動が功を奏し、営業利益は2億

92百万円（前年同期は10百万円の営業利益）となりました。 

  

総資産は、 百万円となり、前連結会計年度末に比べ10億11百万円増加しました。主な増加は、現金及び預

金2億56百万円、棚卸資産6億62百万円、その他（未収入金など）2億74百万円などであり、主な減少は、有形固定資

産3億9百万円などによるものです。 

負債は、前連結会計年度末に比べ11億93百万円増加し、 百万円となりました。主な増加は、支払手形及び

買掛金8億45百万円、未払法人税等1億31百万円などによるものです。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ1億82百万円減少し、 百万円となりました。主な減少は、当第２四半期

純損失 百万円であり、主な増加は、その他有価証券評価差額金61百万円などによるものです。 

以上の結果、自己資本比率は28.0％となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 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の残高は 百万円となり、前連結会計年度末と比

較して3億55百万円の増加となりました。 

営業活動によって得られたキャッシュ・フローは、 百万円となりました。主な理由は、税金等調整前四半期

純損失1億62百万円となりましたが、減価償却費 百万円、仕入債務の増加 百万円などがあったことによる

ものです。 

投資活動に使用したキャッシュ・フローは、 百万円となりました。主な理由は、有形固定資産の取得による

支出 百万円などによるものです。 

財務活動に使用したキャッシュ・フローは、 百万円となりました。主な理由は、長期借入金の調達 円、長期

借入金の返済 百万円などによるものです。 

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

129億45

74 1億78 1億56

2億22 2億83 1億56

２．連結財政状態に関する定性的情報

216億11

155億48

60億62

2億83

18億12

6億79

6億20 6億98

3億2

3億8

16 5億

5億9
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今後の見通しにつきましては、世界的に緩やかな回復の継続が期待されますが、景気の下振れリスク・為替相場

動向等に先行き不透明感が残り、当社グループを取り巻く経営環境も予断を許さない状況が続くものと想定されま

す。 

このような情勢のもと、いかなる経営環境下においても利益が確保できる体制構築を 重要課題として、更なる

合理化・効率化努力により既存製品による収益を確保しながら、2015年燃費規制等の環境対策を念頭に置いた要素

技術の蓄積及び主力製品への応用、顧客に信頼される製品品質の確保に総力を挙げて、取り組んでまいります。 

自動車機器事業につきましては、固定費削減等一段の合理化、生産設備の内製化・新工法開発等の各種改善活動

の強化、新規投資の抑制、在庫削減・原材料の現地調達率の向上等によりコスト競争力強化に取り組んでまいりま

す。 

電子機器事業は、海外安価品との競争が続く中、コア技術である電力変換技術を活かして、エコ関連製品の開

発・応用により、業容の拡大に注力してまいります。生産面では、多品種少量生産に対応できる生産ラインの構

築、在庫削減等による合理化を一層推進してまいります。 

従いまして、通期の連結業績予想につきましては、平成21年5月15日公表の予想から修正しておりませんが、今後

の景気及び為替動向により修正が必要と判断されましたら、適時開示いたします。 

なお、当下期の為替レートは、１米国ドル＝90円、１ユーロ＝130円を前提としております。 

また、期末配当につきましては、引続き未定とさせていただき、今後の事業環境及び業績を見据えて総合的に勘

案し、決定次第速やかに開示させていただきます。  

該当事項はありません。 

  

連結会社の個別財務諸表上の税金費用については、当年度の見積実効税率を用いて計算しております。 

また、繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異

等の発生状況に著しい変化がない会社については、前連結会計年度において使用した将来の業績予想やタック

ス・プランニングを利用する方法によっております。 

  

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

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 1,738,501 1,482,042

受取手形及び売掛金 5,151,990 5,142,080

有価証券 100,000 －

商品及び製品 980,136 883,795

仕掛品 185,432 202,188

原材料及び貯蔵品 1,851,551 1,268,341

未収還付法人税等 － 40,389

その他 1,185,897 911,362

貸倒引当金 △35,007 △29,193

流動資産合計 11,158,502 9,901,004

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,824,835 2,949,679

機械装置及び運搬具（純額） 2,918,561 3,167,851

土地 2,111,642 2,113,467

建設仮勘定 309,348 166,635

その他（純額） 374,479 450,614

有形固定資産合計 8,538,867 8,848,248

無形固定資産 74,898 81,390

投資その他の資産   

投資有価証券 698,326 585,805

その他 1,144,306 1,187,251

貸倒引当金 △3,120 △3,120

投資その他の資産合計 1,839,513 1,769,936

固定資産合計 10,453,279 10,699,575

資産合計 21,611,782 20,600,580

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,102,659 4,257,533

短期借入金 2,325,539 2,321,991

1年内返済予定の長期借入金 1,139,250 1,059,174

未払金 1,694,284 1,740,314

未払法人税等 131,775 200

賞与引当金 364,036 232,559

役員賞与引当金 1,400 1,300

リース資産減損勘定 31,051 34,373

その他 463,378 302,184

流動負債合計 11,253,376 9,949,631
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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) 

固定負債   

長期借入金 2,962,602 3,041,255

退職給付引当金 809,457 805,728

役員退職慰労引当金 179,020 177,330

長期リース資産減損勘定 50,618 65,694

その他 293,736 315,543

固定負債合計 4,295,435 4,405,551

負債合計 15,548,812 14,355,182

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,190,000 2,190,000

資本剰余金 3,882,941 3,882,941

利益剰余金 523,896 808,545

自己株式 △58,442 △58,062

株主資本合計 6,538,395 6,823,424

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 99,893 38,079

為替換算調整勘定 △597,410 △629,103

評価・換算差額等合計 △497,517 △591,024

少数株主持分 22,091 12,998

純資産合計 6,062,969 6,245,397

負債純資産合計 21,611,782 20,600,580
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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 17,536,486 12,945,652

売上原価 14,744,434 10,878,311

売上総利益 2,792,052 2,067,341

販売費及び一般管理費 2,613,762 2,141,615

営業利益又は営業損失（△） 178,289 △74,274

営業外収益   

受取利息 6,185 2,607

受取配当金 7,284 7,157

為替差益 61,149 －

補助金収入 － 28,509

その他 41,867 15,929

営業外収益合計 116,486 54,204

営業外費用   

支払利息 52,307 56,982

手形売却損 1,345 1,401

為替差損 － 37,949

休止固定資産減価償却費 － 28,488

その他 18,369 11,403

営業外費用合計 72,021 136,225

経常利益又は経常損失（△） 222,754 △156,295

特別利益   

過年度受取特許料 7,202 －

固定資産売却益 7,385 909

特別利益合計 14,587 909

特別損失   

前期損益修正損 13,075 －

固定資産売却損 － 2,260

固定資産除却損 12,722 3,821

子会社工場閉鎖費用 10,713 597

特別損失合計 36,511 6,678

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（△）

200,830 △162,064

法人税、住民税及び事業税 24,381 112,160

法人税等調整額 20,924 125

法人税等合計 45,306 112,285

少数株主利益又は少数株主損失（△） △480 9,099

四半期純利益又は四半期純損失（△） 156,004 △283,449
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（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（△）

200,830 △162,064

減価償却費 843,020 620,305

貸倒引当金の増減額（△は減少） △444 6,360

退職給付引当金の増減額（△は減少） △16,655 3,729

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △30,020 1,690

受取利息及び受取配当金 △13,469 △9,765

支払利息 52,307 56,982

為替差損益（△は益） 1,592 10,828

有形固定資産除却損 12,722 3,821

有形固定資産売却損益（△は益） △7,385 1,350

売上債権の増減額（△は増加） △155,586 △20,326

たな卸資産の増減額（△は増加） △67,257 △665,297

仕入債務の増減額（△は減少） 593,043 698,901

未払消費税等の増減額（△は減少） △46,091 17,177

賞与引当金の増減額（△は減少） △13,730 130,185

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △21,100 100

その他 △164,061 △16,079

小計 1,167,714 677,899

利息及び配当金の受取額 13,469 9,947

利息の支払額 △54,267 △53,132

法人税等の還付額 30,302 47,905

法人税等の支払額 △6,039 △3,554

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,151,179 679,065

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 － △600

有形固定資産の取得による支出 △1,035,029 △308,904

有形固定資産の売却による収入 11,340 25,233

無形固定資産の取得による支出 △15,906 △14,176

投資有価証券の取得による支出 △9,409 △8,806

貸付けによる支出 △5,340 △1,000

貸付金の回収による収入 5,040 5,578

その他 △16,393 △92

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,065,699 △302,767

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） △80,000 8,047

長期借入れによる収入 900,000 500,000

長期借入金の返済による支出 △502,180 △509,300

社債の償還による支出 △60,000 －

自己株式の取得による支出 △387 △379

配当金の支払額 △63,197 －

その他 △7,541 △15,260

財務活動によるキャッシュ・フロー 186,693 △16,893

現金及び現金同等物に係る換算差額 △18,295 △3,537

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 253,878 355,866

現金及び現金同等物の期首残高 782,207 1,456,247

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,036,086 1,812,113
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 該当事項はありません。 

  

  

  

（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〕

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） 

  
自動車機器事業

（千円） 
電子機器事業

（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  11,941,158  5,595,328  17,536,486  －  17,536,486

(2）

 

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －

  計  11,941,158  5,595,328  17,536,486    －  17,536,486

営業費用  11,492,198  5,585,088  17,077,287  280,909  17,358,196

 営業利益  448,959  10,239  459,199 (280,909)  178,289

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） 

  
自動車機器事業

（千円） 
電子機器事業

（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  8,040,742  4,904,909  12,945,652  －  12,945,652

(2）

 

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －

  計  8,040,742  4,904,909  12,945,652    －  12,945,652

営業費用  8,147,613  4,612,023  12,759,636  260,289  13,019,926

 
営業利益又は営業損失

（△） 
 △106,870  292,886  186,015 (260,289)  △74,274
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 該当事項はありません。 

  

〔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） 
北米

（千円） 
欧州

（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  12,158,390  3,864,254 1,340,457 173,384  17,536,486  －  17,536,486

(2）
セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 2,490,930  32,060 11,618 375,862  2,910,473 (2,910,473)  －

  計  14,649,321  3,896,315 1,352,076 549,247  20,446,960 (2,910,473)  17,536,486

営業費用  14,401,680  3,830,059  1,316,110  575,801  20,123,650 (2,765,453)  17,358,196

 営業利益又は営業損失（△）  247,641  66,256 35,966 △26,553  323,309 (145,019)  178,289

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） 
欧州

（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  9,804,382  1,977,686 905,882 257,701  12,945,652  －  12,945,652

(2）
セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 2,009,272  17,853 84,507 157,995  2,269,629 (2,269,629)  －

  計  11,813,654  1,995,539 990,390 415,696  15,215,281 (2,269,629)  12,945,652

営業費用  11,211,225  2,195,904  984,550  601,086  14,992,766 (1,972,839)  13,019,926

 営業利益又は営業損失（△）  602,429  △200,364 5,839 △185,389  222,514 (296,789)  △74,274

〔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） 

  北米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）   3,865,244  1,529,786  5,395,031

Ⅱ 連結売上高（千円） －  －   17,536,486

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 22.1  8.7  30.8

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 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,978,961  1,185,879  3,164,840

Ⅱ 連結売上高（千円）  － －   12,945,652

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 15.3  9.2  24.4

（６）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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