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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 44,279 △33.2 △841 ― △1,016 ― △1,072 ―

21年3月期第2四半期 66,238 ― 2,239 ― 1,624 ― 277 ―

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 △28.21 ―

21年3月期第2四半期 7.30 7.28

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 69,556 16,233 19.7 360.33
21年3月期 66,503 15,218 19.8 347.56

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  13,702百万円 21年3月期  13,198百万円

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月期の配当予想につきましては、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 ― 0.00 ― 4.50 4.50
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 94,000 △23.2 1,800 △7.1 1,460 81.0 150 ― 3.94
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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  
ただし、（株）ケーピーケィ（連結子会社）と（株）三国製作所（連結子会社）は平成21年4月に合併し、社名を群馬河西（株）（連結子会社）に変更いたし
ました。 

(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  無  

(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.上記予想には、現時点で入手可能な情報に基づく将来の予測が含まれております。今後の事業運営や為替の変動等内外の状況の変化により、実際の
業績が記載の予想値と大幅に異なる可能性があります。なお、上記予想に関する事項については、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下さい。 
2.平成22年３月期の期末の１株当たり配当金予想額につきましては、経営環境の先行きが不透明であることから、現時点では未定とし、今後業績の動向を
勘案した上で、開示が可能となり次第速やかに開示させていただきます。 

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 39,511,728株 21年3月期  39,511,728株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  1,484,949株 21年3月期  1,537,068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 38,004,542株 21年3月期第2四半期 37,954,100株
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【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経済環境は、景気低迷によるデフレ基調が強まり、企業経営及び雇用情

勢等への厳しい状況が続いております。 

自動車業界におきましては、国内では、政府のエコカー減税措置の効果とハイブリッド車等環境対応車への

関心の高まりから販売回復の兆しが出ておりますが、雇用や所得環境の厳しさに伴う個人消費低迷の影響が出

ており、未だ本格的な回復には至っておりません。一方海外では、依然経済成長が続く中国市場を除き、厳し

い環境が継続するものと予想されます。 

このような経営環境の中で、当社グループの当第２四半期連結累計期間の連結売上高は、442億79百万円と

前年同期に比べ219億58百万円（△33.2％）の減収となりました。 

また、利益面につきましては、グループ挙げてコストの削減及び設備投資の抑制、生産人員の 適化等、

様々な原価改善施策を実行することにより成果を着実に積み上げてきておりますが、売上の大幅な減少の影響

から、営業損失は８億41百万円（前年同期は22億39百万円の営業利益)、経常損失は10億16百万円（前年同期

は16億24百万円の経常利益）、四半期純損失は10億72百万円（前年同期は２億77百万円の四半期純利益）とな

りました。 

 

所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。 

(1) 日本 

国内販売に回復がみられるものの、前年同期の水準までには至らず、売上高は242億30百万円と前年

同期に比べ97億22百万円(△28.6％)の減収となり、８億69百万円の営業損失（前年同期は６億22百万円

の営業損失）となりました。 

(2) 北米 

前年同期は決算期変更のため対象期間が４ヶ月であったにもかかわらず、米国市場での販売不振によ

る継続的な減産の影響から、売上高は143億97百万円と前年同期に比べ59億84百万円(△29.4％)の減収

となりました。その結果、３億62百万円の営業損失(前年同期は15億62百万円の営業利益)となりました。 

(3) 欧州 

販売低迷の影響を受けた自動車メーカーからの受注減少により、売上高は27億72百万円と前年同期に

比べ60億68百万円(△68.6％)の減収となり、営業利益は３百万円と前年同期に比べ８億28百万円（△

99.6％）の減益となりました。 

(4) アジア 

中国市場の販売は依然堅調さがあるものの、売上高は28億79百万円と前年同期に比べ１億83百万円

(△6.0％)の減収となり、営業利益は６億74百万円と前年同期に比べ89百万円(△11.7％)の減益となり

ました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

当第２四半期末における総資産は695億56百万円となり、前連結会計年度末に比べ30億52百万円の増加と

なりました。これは主に、受取手形及び売掛金が22億３百万円増加したこと等によるものであります。 

（負債） 

当第２四半期末における負債は533億22百万円となり、前連結会計年度末に比べ20億37百万円の増加とな

りました。これは主に、支払手形及び買掛金が15億94百万円増加したこと等によるものであります。 

（純資産） 

当第２四半期末における純資産は162億33百万円となり、前連結会計年度末に比べ10億15百万円の増加と

なりました。これは主に、マイナスの為替換算調整勘定が11億９百万円減少したこと等によるものであり

ます。 
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（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期連結累計期間における当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローで

は、四半期純損失であったこと等から、前第２四半期連結累計期間に比べ39億80百万円少ない23億43百万

円の資金を獲得いたしました。投資活動によるキャッシュ・フローでは、有形固定資産の取得による支出

が減少したこと等により、前第２四半期連結累計期間に比べ46億10百万円少ない15億88百万円の資金を使

用いたしました。財務活動によるキャッシュ・フローでは、借入金が増加したこと等により、前第２四半

期連結累計期間に比べ１億91百万円少ない８億47百万円の資金を使用いたしました。これらの活動の結果、

当第２四半期末における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ64百万円減少し14

億41百万円となりました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

当グループでは現在の厳しい経営環境を克服し、企業体質の改革を図るべく、あらゆるコストの低減活

動を推進中であり、その成果は着実に表れてきております。一方、市場環境の先行きは依然として不透明

な状況が続いておりますが、引き続き原価改善の諸施策を推進してまいります。なお、平成21年10月13日

に公表いたしました通期の連結業績予想は変更しておりません。 

 

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） 

㈱ケーピーケィ（連結子会社）と㈱三国製作所（連結子会社）は平成21年４月に合併し、社名を群馬河西

㈱（連結子会社）に変更いたしました。 

(2) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

(3) 連結子会社の四半期連結決算日の変更 

該当事項はありません。 

(4) 四半期財務諸表諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

該当事項はありません。 
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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 1,441 1,505

  受取手形及び売掛金 13,386 11,183

  製品 438 426

  仕掛品 2,943 3,309

  原材料及び貯蔵品 1,922 2,135

  繰延税金資産 745 744

  その他 2,734 1,821

  貸倒引当金 △11 △53

  流動資産合計 23,599 21,072

 固定資産 

  有形固定資産 

   建物及び構築物 27,365 26,290

    減価償却累計額 △13,064 △12,259

    建物及び構築物（純額） 14,301 14,030

   機械装置及び運搬具 39,038 37,018

    減価償却累計額 △28,123 △25,464

    機械装置及び運搬具（純額） 10,915 11,554

   工具、器具及び備品 20,978 18,718

    減価償却累計額 △15,705 △13,597

    工具、器具及び備品（純額） 5,272 5,121

   土地 5,707 5,635

   建設仮勘定 2,483 2,517

   有形固定資産合計 38,680 38,858

  無形固定資産 2,308 2,536

  投資その他の資産 

   投資有価証券 3,865 2,921

   その他 1,109 1,122

   貸倒引当金 △6 △7

   投資その他の資産合計 4,968 4,036

  固定資産合計 45,956 45,431

 資産合計 69,556 66,503
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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 11,131 9,536

  短期借入金 17,793 16,974

  未払法人税等 357 349

  賞与引当金 567 557

  その他 6,549 7,256

  流動負債合計 36,398 34,675

 固定負債 

  長期借入金 12,189 11,933

  退職給付引当金 2,154 2,167

  その他 2,580 2,509

  固定負債合計 16,924 16,610

 負債合計 53,322 51,285

（純資産の部） 

 株主資本 

  資本金 5,821 5,821

  資本剰余金 5,156 5,156

  利益剰余金 6,464 7,707

  自己株式 △481 △492

  株主資本合計 16,961 18,192

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 921 320

  繰延ヘッジ損益 24 －

  為替換算調整勘定 △4,205 △5,314

  評価・換算差額等合計 △3,259 △4,993

 少数株主持分 2,531 2,019

 純資産合計 16,233 15,218

負債純資産合計 69,556 66,503
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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 66,238  44,279

売上原価 58,192  40,634

売上総利益 8,045  3,645

販売費及び一般管理費 5,806  4,486

営業利益又は営業損失（△） 2,239  △841

営業外収益  

 受取利息 21  15

 受取配当金 34  25

 その他 118  164

 営業外収益合計 175  205

営業外費用  

 支払利息 234  258

 為替差損 511  97

 その他 43  25

 営業外費用合計 789  380

経常利益又は経常損失（△） 1,624  △1,016

特別利益  

 前期損益修正益 22  －

 固定資産売却益 10  1

 投資有価証券売却益 －  166

 受取補償金 47  －

 その他 13  32

 特別利益合計 93  200

特別損失  

 固定資産除却損 29  13

 減損損失 11  －

 投資有価証券評価損 110  41

 その他 11  0

 特別損失合計 163  55

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（△） 

1,554  △870

法人税、住民税及び事業税 980  145

過年度法人税等 －  △268

法人税等調整額 △27  234

法人税等合計 952  112

少数株主利益 324  89

四半期純利益又は四半期純損失（△） 277  △1,072
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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（△） 

1,554  △870

 減価償却費 3,060  3,898

 減損損失 11  －

 引当金の増減額(△は減少) 59  △68

 受取利息及び受取配当金 △56  △41

 支払利息 234  258

 有形固定資産売却損益(△は益) △10  △1

 有形固定資産除却損 29  13

 投資有価証券売却損益(△は益) －  △166

 受取補償金 △47  －

 売上債権の増減額(△は増加) 38  △1,853

 たな卸資産の増減額(△は増加) △142  849

 仕入債務の増減額(△は減少) △1,847  994

 その他 4,476  △88

 小計 7,362  2,922

 利息及び配当金の受取額 56  41

 利息の支払額 △217  △268

 法人税等の支払額 △925  △352

 補償金の受取額 47  －

 営業活動によるキャッシュ・フロー 6,323  2,343

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 △6,646  △1,901

 有形固定資産の売却による収入 1,264  666

 その他 △817  △353

 投資活動によるキャッシュ・フロー △6,199  △1,588

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) 705  △3,484

 長期借入れによる収入 －  5,300

 長期借入金の返済による支出 △911  △1,144

 配当金の支払額 △341  △171

 少数株主への配当金の支払額 △159  △287

 その他 △332  △1,060

 財務活動によるキャッシュ・フロー △1,039  △847

現金及び現金同等物に係る換算差額 △95  29

現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △1,010  △64

現金及び現金同等物の期首残高 1,893  1,505

現金及び現金同等物の四半期末残高 882  1,441
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

 

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。 

 

 

(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）及び当第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）における全セグメントの売上高の

合計及び営業損益の絶対値に占める「自動車内装部品事業」の割合が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います。 

 

 

【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 

(百万円) 

北米 

(百万円)

欧州 

(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 33,952 20,381 8,841 3,062 66,238 － 66,238

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 

1,785 － － 219 2,005 （2,005） －

計 35,738 20,381 8,841 3,282 68,243 （2,005） 66,238

営業利益又は営業損失(△) △622 1,562 831 764 2,535 （295） 2,239

 

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 

(百万円) 

北米 

(百万円)

欧州 

(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 24,230 14,397 2,772 2,879 44,279 － 44,279

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 

1,560 － － 83 1,643 （1,643） －

計 25,791 14,397 2,772 2,962 45,923 （1,643） 44,279

営業利益又は営業損失(△) △869 △362 3 674 △553 （287） △841

(注) 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(1) 国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。 

(2)「北米」の区分に属する主な国又は地域は、米国であります。 

(3)「欧州」の区分に属する主な国又は地域は、英国であります。 

(4)「アジア」の区分に属する主な国又は地域は、中国であります。 
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【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 欧州 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 20,381 8,867 3,149 32,398

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － 66,238

Ⅲ 連結売上高に占める海外
売上高の割合（％） 

30.8 13.4 4.7 48.9

 

 

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 欧州 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 14,397 2,779 3,235 20,412

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － 44,279

Ⅲ 連結売上高に占める海外
売上高の割合（％） 

32.5 6.3 7.3 46.1

(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 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(1) 国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。 

(2) 「北米」の区分に属する主な国又は地域は、米国であります。 

(3) 「欧州」の区分に属する主な国又は地域は、英国であります。 

(4) 「その他の地域」の区分に属する主な国又は地域は、中国であります。 

 

 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 

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。 
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