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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 17,072 △34.2 412 △35.3 317 △29.1 192 △36.0

21年3月期第2四半期 25,933 ― 638 ― 447 ― 299 ―

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 20.10 ―

21年3月期第2四半期 30.20 ―

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 33,979 16,269 46.2 1,643.47
21年3月期 30,735 15,638 49.0 1,575.18

（参考） 自己資本  22年3月期第2四半期  15,699百万円 21年3月期  15,047百万円

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  有  

（注）当社は定款においては第２四半期と期末を基準日と定めていますが、現時点では期末基準日における配当予想額は未定であります。 

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 ― 18.00 ― 3.00 21.00

22年3月期 ― 3.00

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  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 34,000 △23.8 700 ― 600 ― 400 ― 41.87
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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】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、４ページ【定性的情報・財務諸表】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 

１．平成22年度３月期の期末配当予想は、先行き不透明な昨今の情勢から、具体的な金額をお示しすることが難しく、現時点では未定であります。今後の
業績を勘案しながら決定する見込みであり、予想額の開示が可能となり次第、速やかに開示いたします。 
２．業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づいており、リスクや不確実性を含んでいます。従いまして、今後の当社グループの事業領域
を取り巻く経済情勢、市場の動向、為替の変動等により、実際の業績が現状の業績見通しと大きく異なる可能性があることをご承知おきください。 

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 10,200,000株 21年3月期 10,200,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期 647,031株 21年3月期 647,031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 9,552,969株 21年3月期第2四半期 9,932,655株
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 当第２四半期は、各国の景気底打ちが確認され、金融システムの安定化とともに世界経済回復の兆しがみられて

きました。特に、中国をはじめとする新興国の一部では回復傾向にあります。  

 一方、日本経済は景気対策や在庫調整の一巡などの影響で、製造業を中心に持ち直しをみせていますが、依然と

して内外需要の低迷が続いております。また、円高や原油価格高騰等の影響で、景気が二番底に向かう可能性も秘

めており、厳しい環境が続いております。 

 このような情勢のもと、当社グループが属する自動車部品業界では、主要得意先の自動車生産台数が新車販売の

不振や輸出の冷え込みにより低迷しております。住宅設備業界では、市場は停滞期を脱せない状況にありますが、

当社の電気錠の市場認知度が上がり販売が増加いたしました。 

 第２四半期の売上高は第１四半期に比べ21億8百万円の増収となり、損益面では各地域で大幅な労務費削減を含め

た固定費の圧縮及び生産体制の見直しなどを断行し、営業利益段階で第１四半期の赤字から黒字転換いたしまし

た。 

 当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高が170億72百万円（前年同四半期比34.2％減）、営業利益が４億12百

万円（同35.3％減）、経常利益が３億17百万円（同29.1％減）、四半期純利益が１億92百万円（同36.0％減）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339億79百万円となり、前連結会計年度末比32億44百万円の増加と

なりました。有利子負債は前連結会計年度末比４億76百万円増加し、59億15百万円となりました。 

・流動資産は、現金及び預金が17億72百万円、受取手形及び売掛金が12億４百万円増加したこと等により22億73百

万円増加し、187億69百万円となりました。 

・固定資産は、有形固定資産が２億60百万円、無形固定資産が３億54百万円、投資その他の資産が３億54百万円増

加したことにより９億70百万円増加し、152億９百万円となりました。 

・流動負債は、製品保証引当金が66百万円減少しましたが、支払手形及び買掛金が24億57百万円増加したこと等に

より18億19百万円増加し、109億37百万円となりました。 

・固定負債は、長期借入金が４億63百万円、その他が３億45百万円増加したこと等により７億93百万円増加し、67

億71百万円となりました。 

 また、純資産は６億31百万円増加し、162億69百万円となりましたが、総資産が膨らんだことにより自己資本比率

は前連結会計年度末の49.0％から2.8ポイント減少し46.2％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55億64百万円となり、前連結会計年度末に比

べ17億72百万円増加しました。また、当第２四半期連結累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」

と「投資活動によるキャッシュ・フロー」との差額であるフリー・キャッシュ・フローは15億１百万円の収入とな

りました。 

 当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。  

 「営業活動によるキャッシュ・フロー」は26億70百万円の収入となりました。主な増加要因は、減価償却費の計

上、棚卸資産の減少、仕入債務の増加等であり、主な減少要因は、売上債権の増加、支払利息の増加等です。 

 「投資活動によるキャッシュ・フロー」は11億68百万円の支出となりました。これは主として有形固定資産の取

得によるものです。 

 「財務活動によるキャッシュ・フロー」は1億67百万円の収入となりました。これは主として借入金の借入等によ

るものです。 

  

  

 平成22年３月期の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業績予想を修正いたしまし

た。具体的内容につきましては、本日平成21年11月10日公表の「業績予想値と決算値との差異及び業績予想の修正

に関するお知らせ」をご参照ください。 

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
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 該当事項はありません。  

  

  

１．簡便な会計処理 

 固定資産の減価償却費の算出方法は、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出する方法によっております。   

  

２．四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。

 ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実

効税率を使用する方法によっております。  

  

  

・会計処理基準に関する事項の変更  

１．その他有価証券の時価のあるものについて、従来は、保守主義を優先する観点から、その評価差額を部分純

資産直入法により処理していました。しかし、昨今の金融環境の変化を受け、市場価格等の変動による評価差

額のうち、実現損益等のみを損益計算書に計上することにより投資の成果を期間損益に適正に反映するため、

第１四半期連結会計期間から原則的な方法である全部純資産直入法に変更いたしました。 

  この変更により、当第２四半期連結累計期間では、変更前の方法によった場合に比べて、経常利益及び税金

等調整前四半期純利益が、それぞれ26百万円減少しております。    

  

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：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 5,570 3,797

受取手形及び売掛金 8,062 6,858

商品及び製品 932 835

仕掛品 717 824

原材料及び貯蔵品 2,222 3,087

その他 1,356 1,171

貸倒引当金 △92 △77

流動資産合計 18,769 16,496

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,784 3,789

機械装置及び運搬具（純額） 3,651 4,009

土地 1,553 1,535

その他（純額） 3,331 2,727

有形固定資産合計 12,322 12,061

無形固定資産   

リース資産 353 －

その他 262 261

無形固定資産合計 615 261

投資その他の資産 2,271 1,916

固定資産合計 15,209 14,238

資産合計 33,979 30,735

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,777 4,319

短期借入金 1,880 1,867

未払法人税等 134 174

賞与引当金 213 262

役員賞与引当金 1 1

製品保証引当金 316 383

その他 1,613 2,108

流動負債合計 10,937 9,118

固定負債   

長期借入金 4,034 3,570

退職給付引当金 248 263

負ののれん 0 0

その他 2,488 2,143

固定負債合計 6,771 5,978

負債合計 17,709 15,096
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,760 2,760

資本剰余金 2,952 2,952

利益剰余金 10,886 10,723

自己株式 △578 △578

株主資本合計 16,021 15,857

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 428 157

為替換算調整勘定 △749 △967

評価・換算差額等合計 △321 △809

少数株主持分 569 590

純資産合計 16,269 15,638

負債純資産合計 33,979 30,735
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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 25,933 17,072

売上原価 22,579 14,614

売上総利益 3,354 2,457

販売費及び一般管理費 2,716 2,045

営業利益 638 412

営業外収益   

受取利息 16 9

受取配当金 24 13

為替差益 77 －

その他 74 72

営業外収益合計 193 95

営業外費用   

支払利息 83 86

為替差損 － 55

投資有価証券評価損 266 －

その他 33 48

営業外費用合計 383 190

経常利益 447 317

特別利益   

前期損益修正益 37 －

固定資産売却益 14 0

その他 2 0

特別利益合計 55 0

特別損失   

固定資産除売却損 10 2

その他 2 1

特別損失合計 12 4

税金等調整前四半期純利益 490 314

法人税、住民税及び事業税 187 107

法人税等調整額 △26 △9

法人税等合計 161 98

少数株主利益 28 23

四半期純利益 299 192
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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 490 314

減価償却費 1,118 938

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3 15

受取利息及び受取配当金 △41 △22

支払利息 83 86

投資有価証券評価損益（△は益） 266 －

固定資産売却損益（△は益） △13 △0

固定資産除却損 10 2

賞与引当金の増減額（△は減少） △33 △49

製品保証引当金の増減額（△は減少） △11 △66

売上債権の増減額（△は増加） △499 △1,144

たな卸資産の増減額（△は増加） △42 903

仕入債務の増減額（△は減少） △310 2,369

長期未払金の増減額（△は減少） △152 △96

その他 △133 △618

小計 733 2,632

利息及び配当金の受取額 42 19

利息の支払額 △77 △87

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △212 105

営業活動によるキャッシュ・フロー 486 2,670

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 △1,259 △1,264

有形固定資産の売却による収入 420 121

無形固定資産の取得による支出 △29 △15

その他 77 △9

投資活動によるキャッシュ・フロー △791 △1,168

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 2,400 47

短期借入金の返済による支出 △1,400 △300

長期借入れによる収入 － 1,409

長期借入金の返済による支出 △386 △775

自己株式の取得による支出 △373 －

配当金の支払額 △183 △28

その他 △33 △185

財務活動によるキャッシュ・フロー 23 167

現金及び現金同等物に係る換算差額 △216 103

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △497 1,772

現金及び現金同等物の期首残高 5,678 3,792

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,180 5,564
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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） 

  

（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〕

  
自動車部品
事業 

（百万円） 

セキュリティ
機器事業 
（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  22,595  3,337  25,933  －  25,933

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 90  30  120 (120)  －

計  22,685  3,368  26,053 (120)  25,933

営業利益又は営業損失(△)  679  △80  599  38  638

  
自動車部品
事業 

（百万円） 

セキュリティ
機器事業 
（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  14,496  2,575  17,072  －  17,072

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 78  24  102 (102)  －

計  14,574  2,600  17,175 (102)  17,072

営業利益  236  155  391  21  412

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（百万円） 
北米

（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  15,747  5,324  4,860  25,933  －  25,933

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 2,042  6  667  2,716 (2,716)  －

計  17,790  5,331  5,527  28,650 (2,716)  25,933

営業利益又は営業損失(△)  △61  57  623  618  19  638
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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） 

  

  

  

 該当事項はありません。 

  

  
日本 

（百万円） 
北米

（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  10,708  2,776  3,587  17,072  －  17,072

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 1,189  20  233  1,443 (1,443)  －

計  11,898  2,796  3,820  18,515 (1,443)  17,072

営業利益又は営業損失(△)  △92  △14  405  299  113  412

〔海外売上高〕

  北米 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  5,325  5,194  70  10,590

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  25,933

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 20.5  20.0  0.3  40.8

  北米 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  2,776  3,797  14  6,588

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  17,072

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 16.3  22.2  0.1  38.6

（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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