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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 6,764 △35.9 △371 ― △411 ― △406 ―

21年3月期第2四半期 10,550 ― 117 ― 50 ― 5 ―

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 △24.87 ―

21年3月期第2四半期 0.33 ―

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 23,184 11,739 50.6 718.08
21年3月期 23,742 11,967 50.4 731.70

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  11,733百万円 21年3月期  11,958百万円

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  

（注２）現時点では、22年3月期の期末配当金は未定であります。 

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 ― 5.00 ― 0.00 5.00

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 15,600 △16.0 110 ― 10 ― △270 ― △16.52

－１－



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）  有  

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４． その他をご覧ください。 

(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 

 1.本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する注記は、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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につい
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覧ください。 
 2.平成22年3月期の期末配当金につきましては、未定とさせていただいております。開示が可能となった時点で、速やかに開示する予定です。 

新規 1社 （社名 盟和（佛山）汽車配件有限公司 ） 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 17,514,297株 21年3月期  17,514,297株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  1,173,493株 21年3月期  1,170,690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 16,342,383株 21年3月期第2四半期 16,546,461株

－２－
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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わが国経済は、急速な景気悪化に対応した在庫調整の進展

や、一連の景気対策などで一部に景気の底入れの兆しが見られ始めたものの、設備投資の減少に

加え雇用悪化に伴う個人消費の低迷等により、経済活動の水準自体は低迷したままの厳しい状況

が継続推移しました。 

 このような状況のなかで当社グループは、希望退職者の募集に伴う人件費の削減、不採算子会

社の清算等、黒字体質の確立へ向けた事業構造改善に取り組んでまいりました。 

 当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、自動車各社の大幅な減産の影響を受け、連

結売上高は6,764百万円（前年同期比35.9％減）、連結営業損失は371百万円（前年同四半期は連

結営業利益117百万円）、連結経常損失は411百万円（前年同四半期は連結経常利益50百万円）、

連結四半期純損失は406百万円（前年同四半期は連結四半期純利益5百万円）となりました。 

 なお、セグメント別の状況につきましては、自動車部品事業では、売上高は6,438百万円（前年

同期比35.3％減）、営業損失は396百万円（前年同四半期は営業利益68百万円）となりました。住

宅事業では、売上高は303百万円（前年同期比43.0％減）、営業利益は39百万円（前年同期比

42.6％減）となりました。包装製品事業では、売上高は21百万円（前年同期比67.5％減）、営業

損失は13百万円（前年同四半期は営業損失19百万円）となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

   （資産） 

 流動資産は、13,733百万円（前連結会計年度末比246百万円減）となりました。これは主に、売

上回復を反映し、受取手形及び売掛金が660百万円増加したことや繰延税金資産が263百万円増加

した一方、現金及び預金が1,095百万円減少したこと等によるものです。 

 固定資産は、9,441百万円（前連結会計年度末比310百万円減）となりました。これは主に、工

具、器具及び備品が257百万円、投資有価証券が174百万円それぞれ増加し、建設仮勘定が591百万

円減少したこと等によるものです。 

 この結果、総資産は23,184百万円（前連結会計年度末比558百万円減）となりました。 

（負債） 

 流動負債は、6,473百万円（前連結会計年度末比1,313百万円減）となりました。これは主に、

短期借入金が1,715百万円減少したこと等によるものです。 

 固定負債は、4,971百万円（前連結会計年度末比984百万円増）となりました。これは主に、長

期借入金が1,336百万円増加したこと等によるものです。 

 この結果、負債合計は、11,445百万円（前連結会計年度末比329百万円減）となりました。 

 

（純資産） 

 純資産は11,739百万円（前連結会計年度末比228百万円減）となりました。これは主に、その他

有価証券評価差額金が173百万円増加し、利益剰余金が406百万円減少したこと等によるものです。 
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３．連結業績予想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業績の動向等を勘案し、平成21年5月12日付の当社「平成21

年３月期決算短信」にて発表した通期連結業績予想を修正しております。 

 詳細につきしては、平成21年11月2日付で開示しました「業績予想の修正および配当予想の修正

に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

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） 

 盟和（佛山）汽車配件有限公司については、平成21年7月15日付けで、生産子会社として設立い

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 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変

化がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定し

ております。 

 

②固定資産の減価償却費の算定方法 

 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

算定する方法によっております。 

 

③法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 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金等調整前当期純

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もり、税金等調整前四半期純利益に

当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

 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の経営環境等かつ、一

時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度末において使用し

た将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

 

(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 

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：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 3,128,963  4,224,376

  受取手形及び売掛金 3,753,040  3,092,546

  商品及び製品 560,309  599,880

  仕掛品 －  961

  未成工事支出金 1,594  10,117

  原材料及び貯蔵品 316,739  263,865

  販売用不動産 813,142  872,839

  不動産事業出資金 3,526,175  4,604,775

  繰延税金資産 384,876  121,035

  その他 1,250,780  193,249

  貸倒引当金 △2,538  △4,324

  流動資産合計 13,733,084  13,979,324

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物（純額） 1,394,436  1,423,170

   機械装置及び運搬具（純額） 1,446,609  1,315,884

   工具、器具及び備品（純額） 818,323  560,663

   土地 2,008,450  2,012,533

   リース資産（純額） 144,810  155,450

   建設仮勘定 196,911  788,099

   有形固定資産合計 6,009,541  6,255,802

  無形固定資産 146,754  181,710

  投資その他の資産  

   投資有価証券 2,262,765  2,088,232

   繰延税金資産 664,216  765,365

   役員に対する保険積立金 281,950  281,950

   その他 132,341  229,821

   貸倒引当金 △55,667  △50,411

   投資その他の資産合計 3,285,607  3,314,959

  固定資産合計 9,441,902  9,752,472

 繰延資産  

  社債発行費 9,613  11,020

  繰延資産合計 9,613  11,020

 資産合計 23,184,599  23,742,816
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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 2,562,448  2,617,668

  短期借入金 2,140,600  3,856,480

  １年内返済予定の長期借入金 587,107  335,661

  １年内償還予定の社債 200,000  200,000

  リース債務 20,367  20,095

  未払法人税等 11,646  －

  賞与引当金 190,873  222,728

  その他 760,698  534,960

  流動負債合計 6,473,741  7,787,595

 固定負債  

  社債 500,000  600,000

  長期借入金 2,839,323  1,502,815

  リース債務 128,354  138,606

  退職給付引当金 1,362,244  1,552,389

  長期未払金 139,810  191,696

  その他 1,782  1,782

  固定負債合計 4,971,514  3,987,290

 負債合計 11,445,255  11,774,885

（純資産の部）  

 株主資本  

  資本金 2,167,399  2,167,399

  資本剰余金 1,696,397  1,696,397

  利益剰余金 8,021,427  8,427,804

  自己株式 △289,275  △288,853

  株主資本合計 11,595,949  12,002,747

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 134,781  △39,195

  繰延ヘッジ損益 △2,448  △2,389

  為替換算調整勘定 5,657  △2,560

  評価・換算差額等合計 137,990  △44,144

 少数株主持分 5,404  9,328

 純資産合計 11,739,344  11,967,931

負債純資産合計 23,184,599  23,742,816
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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 10,550,235  6,764,238

売上原価 9,006,258  5,944,147

売上総利益 1,543,976  820,090

販売費及び一般管理費 1,426,747  1,191,551

営業利益又は営業損失（△） 117,229  △371,460

営業外収益  

 受取利息 8,565  13,322

 受取配当金 35,859  21,614

 受取賃貸料 8,590  7,457

 デリバティブ評価益 －  6,250

 その他 7,592  19,240

 営業外収益合計 60,607  67,885

営業外費用  

 支払利息 53,250  50,293

 支払手数料 46,742  38,957

 貸倒引当金繰入額 －  2,786

 デリバティブ評価損 6,320  －

 その他 21,445  16,145

 営業外費用合計 127,758  108,181

経常利益又は経常損失（△） 50,078  △411,757

特別利益  

 固定資産売却益 －  23,221

 特別利益合計 －  23,221

特別損失  

 固定資産除却損 16,032  12,040

 投資有価証券評価損 10,795  －

 たな卸資産評価損 5,758  －

 事業構造改善費用 －  250,652

 その他 －  14,951

 特別損失合計 32,585  277,643

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
（△） 

17,492  △666,178

法人税等 15,116  △254,296

少数株主損失（△） △3,113  △5,505

四半期純利益又は四半期純損失
（△） 

5,489  △406,376
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

   該当事項はありません。 

 

 

 (4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

   該当事項はありません。 
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