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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 8,718 △34.4 △189 ― △156 ― △545 ―

21年3月期第2四半期 13,297 ― 337 ― 289 ― 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 △31.58 ―

21年3月期第2四半期 9.05 ―

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 14,142 8,338 58.4 477.61
21年3月期 13,806 8,916 64.0 510.86

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  8,255百万円 21年3月期  8,830百万円

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  

現時点では期末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 ― 0.00 ― ― 3.00

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  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 18,700 △15.1 △120 ― △140 ― △550 ― △31.82
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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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当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．連結業績予想等に関する定性的情報をご覧ください。 
（２）当社の配当につきましては、安定した利益配分を目指し、事業及び将来の事業展開を勘案して実施していきたいと考えております。しかしながら、経営
環境の先行きが依然不透明であるため、当期の期末配当につきましては、現時点で未定とし、今後の業績動向を勘案した上でご提案させていただきます。

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 17,310,069株 21年3月期  17,310,069株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  24,785株 21年3月期  24,646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 17,285,349株 21年3月期第2四半期 17,286,542株

2

ジェコー㈱（7768）平成22年3月期　第2四半期決算短信



「参考」個別業績予想
平成22年3月期の個別業績予想（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）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円銭

通期 17,600 △ 13.6 △ 230 － 0 － △ 150 － △ 8.68

（注）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無　　：　　有

1株当たり

当期純利益
売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
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 当社グループが関連する自動車業界は、各国における減税措置による景気刺激策などにより、回復基調にはあるも

のの、前年同期と比べると依然として低い水準にあります。  

 このような状況下で、当社グループにおける当第２四半期連結累計期間の売上高は、8,718百万円（前年同期比

34.4％減）となりました。売上高の状況を部門別に申し上げますと次のとおりであります。 

 表示系製品はコンビネーションメータ、アクセサリーメータなどの生産が減少した結果、売上高は6,146百万円

（前年同期比32.5％減）となりました。 

 モータ系製品は電子スロットルモータ、ＡＢＳ用モータなどの生産が減少した結果、売上高が1,361百万円（前年

同期比46.1％減）となりました。 

 その他製品では電流センサが新規装着の増加により、売上増となりましたが、その外のセンサ類などの生産が減少

した結果、売上高は1,210百万円（前年同期比27.2％減）となりました。 

 損益につきましては、徹底した経費節減、労務費の低減、購入材の低減など原価低減活動にグループをあげて取り

組んでまいりましたが、売上の大幅な減少に伴う操業度損などの結果、営業損失189百万円（前年同四半期は営業利

益337百万円）、経常損失156百万円（前年同四半期は経常利益289百万円）、四半期純損失545百万円（前年同四半期

は四半期純利益156百万円）となりました。なお、四半期純損失545百万円には経営構造改革を実施した事に伴う特別

損失395百万円を含んでおります。  

  

  

 当第２四半期末の総資産は、有形固定資産や関係会社預け金などが減少したものの、受取手形及び売掛金の増加な

どにより、前期末に比べ336百万円増加し、14,142百万円となりました。負債については仕入債務の増加などによ

り、前期末に比べ914百万円増加し、5,804百万円となりました。純資産については利益剰余金の減少等により、前期

末に比べ578百万円減少の、8,338百万円となり、自己資本比率は58.4％となりました。 

  

  

 業績予想については、市場環境の好転による売上増等を予想し、通期の業績予想について修正します。詳細は本日

公表の「第２四半期業績予想との差異および通期業績予想の修正ならびに配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧

ください。 

  

  

 該当事項はありません。  

  

 たな卸資産の評価方法について、一部簡便な方法を採用しております。  

（追加情報） 

 当社及び国内連結子会社の固定資産の減価償却費の計算方法については、固定資産の年度中の取得、売却及び

除却等見積りを考慮した予算を策定しているため、主として当該予算に基づく年間償却額を期間按分して算定し

ておりましたが、第１四半期連結会計期間より、実績値により算定する方法に変更しております。 

  

 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 791,545 628,397

受取手形及び売掛金 3,223,260 1,840,499

有価証券 800,379 748,756

商品及び製品 272,066 214,710

仕掛品 634,822 524,223

原材料及び貯蔵品 515,352 562,264

関係会社預け金 1,256,395 1,826,507

その他 74,227 305,613

流動資産合計 7,568,050 6,650,974

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,651,673 1,657,480

機械装置及び運搬具（純額） 3,373,790 3,589,129

その他（純額） 1,017,148 1,399,704

有形固定資産合計 6,042,613 6,646,314

無形固定資産 112,178 116,114

投資その他の資産   

その他 479,051 451,879

貸倒引当金 △59,227 △59,227

投資その他の資産合計 419,824 392,652

固定資産合計 6,574,616 7,155,081

資産合計 14,142,666 13,806,055

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,716,215 1,665,952

未払法人税等 15,990 13,233

引当金 59,417 64,201

その他 1,807,224 1,784,305

流動負債合計 4,598,847 3,527,693

固定負債   

退職給付引当金 1,074,534 1,232,938

役員退職慰労引当金 57,722 65,291

その他 73,130 63,381

固定負債合計 1,205,387 1,361,610

負債合計 5,804,235 4,889,304
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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 1,563,777 1,563,777

資本剰余金 2,198,186 2,198,186

利益剰余金 4,397,780 4,995,538

自己株式 △9,294 △9,268

株主資本合計 8,150,450 8,748,233

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 107,894 89,309

為替換算調整勘定 △2,744 △7,170

評価・換算差額等合計 105,149 82,138

少数株主持分 82,830 86,378

純資産合計 8,338,431 8,916,750

負債純資産合計 14,142,666 13,806,055

6

ジェコー㈱（7768）平成22年3月期　第2四半期決算短信



（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 13,297,197 8,718,931

売上原価 12,097,079 8,200,685

売上総利益 1,200,118 518,246

販売費及び一般管理費 862,281 707,631

営業利益又は営業損失（△） 337,836 △189,384

営業外収益   

受取利息 23,735 9,822

為替差益 － 12,081

スクラップ売却益 15,762 2,892

その他 23,558 23,791

営業外収益合計 63,055 48,587

営業外費用   

為替差損 72,089 －

固定資産廃棄損 26,298 9,855

その他 12,780 5,376

営業外費用合計 111,169 15,231

経常利益又は経常損失（△） 289,723 △156,028

特別損失   

減損損失 4,664 19,168

事業再編損 3,619 376,666

特別損失合計 8,283 395,835

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（△）

281,440 △551,864

法人税、住民税及び事業税 148,725 3,066

法人税等調整額 △51,309 △18,685

法人税等合計 97,415 △15,619

少数株主利益 27,523 9,656

四半期純利益又は四半期純損失（△） 156,501 △545,901
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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