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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 76,355 △33.7 △1,331 ― △1,613 ― △5,863 ―

21年3月期第2四半期 115,105 ― 424 ― 1,207 ― △1,524 ―

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 △129.85 ―

21年3月期第2四半期 △33.69 ―

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 173,265 38,125 17.4 667.31
21年3月期 173,177 40,458 19.1 732.07

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  30,130百万円 21年3月期  33,053百万円

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  
 

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 0.00

22年3月期 ― ―

22年3月期 
（予想）

― 0.00 0.00

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 168,000 △20.0 1,300 ― 100 ― △2,600 ― △57.59
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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・財務諸表等】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 

 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き当社が判断した見通しであり、実際の業績は様々な要因により、これら業績予想とは大きく
異なる結果となる可能性があります。業績予想の前提条件その他の関連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 有

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 45,581,809株 21年3月期  45,581,809株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  429,436株 21年3月期  430,874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 45,151,556株 21年3月期第2四半期 45,264,639株
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  当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、金融危機を発端とする世界経済の減速による景気の急速な悪化

に底打ち感がみられるものの、企業収益の減少や雇用情勢の悪化など、依然として厳しい状況で推移してまいりまし

た。また、海外におきましては、中国等のアジア地域では回復基調が見られる一方、北米・ヨーロッパの景気は依然

として深刻な状況であり、当社グループを取り巻く事業環境は依然として厳しい状況となりました。 

 このような状況のなか、当社グループの第２四半期連結会計期間の売上高は、第２四半期以降の受注の増加で、第

１四半期連結会計期間と比較し、19.9％増加の416億35百万円（前年同期比28.6％減少）、連結営業利益は16億44百

万円（前年同期は５億４百万円の営業損失）、連結経常利益は13億82百万円（前年同期比327.2％増加）、四半期純

損失は24億16百万円（前年同期は四半期純損失15億42百万円）となりました。大幅な四半期純損失となった要因は、

事業構造改革費用等の特別損失と繰延税金資産の取崩しを行った事が主要因となります。 

 また、第２四半期連結累計期間の売上高は、第１四半期での大幅な減収の影響で、763億55百万円（前年同期比

33.7％減少）、連結営業損失は13億31百万円（前年同期は４億24百万円の営業利益）、連結経常損失は16億13百万円

（前年同期は12億７百万円の経常利益）、四半期純損失は58億63百万円（前年同期は15億24百万円の四半期純損失）

となりました。 

  

事業の種類別セグメント情報は次のとおりです。 

①事業の種類別セグメントの業績 

 輸送用機器関連事業は、昨年秋以降の世界同時不況の影響を受け、低調な販売でスタートとなりましたが、日本で

のエコカー減税による需要の増加と中国及びアジア地域で第２四半期以降の販売が好調でありました。しかし北米及

びヨーロッパの大幅な減収が響き、724億35百万円（前年同期比34.9%減少）となり、営業損失は15億25百万円（前年

同期は２億42百万円の営業利益）となりました。 

 情報処理関連事業の売上高は前年同期に比べ若干減少し、41億61百万円（前年同期比1.4％減少）となり、営業利

益で68百万円（前年同期比71.8％増加）となりました。 

 その他事業は、売上高は23億42百万円（前年同期比34.6％減少）、営業利益は78百万円（前年同期比16.2％減少）

となりました。 

②所在地別セグメントの業績 

 日本の売上高は555億６百万円（前年同期比30.8％減少）、営業損失は16億99百万円（前年同期は営業損失15億51

百万円）となりました。 

 米州は、北米での大幅な販売減少の影響により、売上高は前年同期に比べ、118億12百万円減少の147億95百万円

（前年同期比44.4％減少）、営業損失９億53百万円（前年同期は営業損失10億56百万円）となりました。 

  アジアは、売上高は前年同期に比べ96億84百万円減少の209億20百万円（前年同期比31.6％減少）、営業利益は16

億14百万円（前年同期比36.8％減少）となりました。 

 ヨーロッパは、前年同期に比べ48億17百万円減少の28億12百万円（前年同期比63.1％減少）、営業損失は２億85百

万円（前年同期は営業利益４億89百万円）となりました。  

  当第２四半期末における資産の残高は、1,732億65百万円（前連結会計年度末1,731億77百万円）となり、87百万円

増加しました。流動資産は845億44百万円となり11億57百万円減少し、固定資産は、887億21百万円となり12億44百万

円増加しました。 

 流動資産の残高は、現金及び預金が32億93百万円増加しましたが、繰延税金資産が24億35百万円減少、たな卸資産

が30億49百万円減少したことが主な減少の要因です。固定資産の残高は、無形固定資産が８億41百万円増加、投資有

価証券が26億３百万円増加したことが主な増加の要因です。 

 当第２四半期末における負債の残高は、1,351億39百万円（前連結会計年度末1,327億19百万円）となり、24億20百

万円増加しました。流動負債は、867億81百万円となり２億77百万円増加し、固定負債は483億58百万円となり21億42

百万円増加しました。 

 流動負債の残高は、短期借入金が３億86百万円増加、未払金及び未払費用が５億93百万円増加したことが主な要因

です。固定負債の残高は、長期借入金が17億30百万円増加したことが主な要因です。  

  当第２四半期末における純資産の残高は、381億25百万円（前連結会計年度末404億58百万円）となり、23億32百

万円減少しました。これは利益剰余金の減少が主な要因です。 

  

  

  

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

２．連結財政状態に関する定性的情報
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  業績予想は現時点において入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後様々な要因により、予想数値

と異なる可能性があります。なお、業績予想につきましては平成21年５月13日公表時から変更しておりません。 

  

  

  該当事項はありません。 

  

  

①たな卸資産の評価方法 

 当第２四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し前会計年度に係る実地棚卸高を 

基礎として合理的な方法により算定しております。 

②固定資産の減価償却の算定方法 

 減価償却の方法として定率法を採用している固定資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間

按分して算定しております。 

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 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等、且つ、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測やタック

ス・プランニングを利用する方法により算定しております。また、前連結会計年度末以降に経営環境等、また

は、一時差異等の発生状況に著しい変化が認められた会社については、前連結会計年度において使用した将来の

業績予測やタックス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。

  

  

①役員退職慰労引当金 

 当社は、役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく要支給額を計上しておりましたが、平成21年６

月26日開催の定時株主総会の時をもって役員退職慰労金制度を廃止し、制度廃止時の要支給額を打ち切り支給す

ることといたしました。  

 これに伴い、第１四半期連結会計期間において、役員退職慰労引当金を全額取崩し、打ち切り支給に伴う未払

額５億31百万円を固定負債の「その他」に含めて表示しております。 

②受注制作のソフトウエアに係る収益及び原価の計上基準の変更 

  受注制作のソフトウエアに係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、

「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四

半期連結会計期間に着手したソフトウエア開発案件から、当第２四半期連結会計期間末までの進捗部分について

成果の確実性が認められる案件については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の案

件については工事完成基準を適用しております。 

  なお、この変更に伴う損益に与える影響はありません。  

  

  

（連結損益計算書） 

①前第２四半期連結累計期間において、特別損失の「その他」に含めて表示しておりました「前期損益修正損」

は、特別損失総額の100分の20を超えたため、当第２四半期連結累計期間より区分掲記することとしました。 

 なお、前第２四半期連結累計期間の「その他」に含まれる「前期損益修正損」は、23百万円であります。 

②前第２四半期連結累計期間において、区分掲記していました「法人税、住民税及び事業税」及び「法人税等調

整額」は、当第２四半期連結累計期間より「法人税等」に一括掲記することとしました。  

   

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

（４）表示方法の変更
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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 23,987 20,693

受取手形及び売掛金 34,488 30,767

有価証券 975 1,460

商品及び製品 5,669 6,703

仕掛品 3,223 3,502

原材料及び貯蔵品 10,146 11,882

繰延税金資産 868 3,303

その他 5,513 7,698

貸倒引当金 △327 △310

流動資産合計 84,544 85,701

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 53,680 52,616

減価償却累計額 △35,201 △34,295

建物及び構築物（純額） 18,478 18,320

機械装置及び運搬具 101,049 95,791

減価償却累計額 △77,195 △71,752

機械装置及び運搬具（純額） 23,854 24,039

工具、器具及び備品 46,908 48,013

減価償却累計額 △43,651 △44,110

工具、器具及び備品（純額） 3,256 3,902

土地 5,782 5,704

リース資産 2,824 2,132

減価償却累計額 △1,103 △531

リース資産（純額） 1,721 1,600

建設仮勘定 2,198 3,119

有形固定資産合計 55,292 56,686

無形固定資産 3,272 2,430

投資その他の資産   

投資有価証券 18,700 16,096

長期貸付金 433 557

繰延税金資産 360 340

長期前払費用 9,159 9,755

その他 1,555 1,664

貸倒引当金 △52 △56

投資その他の資産合計 30,156 28,359

固定資産合計 88,721 87,476

資産合計 173,265 173,177
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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 14,360 15,040

短期借入金 50,191 49,805

1年内償還予定の社債 110 10

未払金及び未払費用 13,830 13,236

未払法人税等 731 518

賞与引当金 2,630 2,710

製品保証引当金 2,744 2,788

その他の引当金 0 530

その他 2,182 1,863

流動負債合計 86,781 86,503

固定負債   

社債 500 610

新株予約権付社債 6,731 6,731

長期借入金 33,581 31,850

繰延税金負債 5,598 4,906

引当金 688 1,195

負ののれん 5 132

その他 1,253 790

固定負債合計 48,358 46,215

負債合計 135,139 132,719

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,885 9,885

資本剰余金 15,718 15,718

利益剰余金 7,530 13,415

自己株式 △335 △338

株主資本合計 32,799 38,681

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,616 1,505

為替換算調整勘定 △5,285 △7,132

評価・換算差額等合計 △2,669 △5,627

少数株主持分 7,995 7,404

純資産合計 38,125 40,458

負債純資産合計 173,265 173,177
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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 115,105 76,355

売上原価 102,780 68,874

売上総利益 12,325 7,481

販売費及び一般管理費 11,900 8,812

営業利益又は営業損失（△） 424 △1,331

営業外収益   

受取利息 109 74

受取配当金 259 115

有価証券売却益 9 1

負ののれん償却額 120 124

持分法による投資利益 425 198

為替差益 232 －

その他 544 709

営業外収益合計 1,699 1,223

営業外費用   

支払利息 570 658

為替差損 － 377

その他 346 469

営業外費用合計 916 1,505

経常利益又は経常損失（△） 1,207 △1,613

特別利益   

前期損益修正益 － 315

固定資産売却益 48 18

製品保証引当金戻入額 78 －

その他 20 49

特別利益合計 148 383

特別損失   

前期損益修正損 － 258

固定資産除却損 64 23

たな卸資産評価損 118 －

投資有価証券評価損 143 76

割増退職金 － 267

子会社清算損 203 －

その他 43 113

特別損失合計 573 738

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（△）

782 △1,967

法人税、住民税及び事業税 1,362 －

法人税等調整額 434 －

法人税等合計 1,796 3,500

少数株主利益 510 394

四半期純損失（△） △1,524 △5,863
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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（△）

782 △1,967

減価償却費 7,065 5,915

貸倒引当金の増減額（△は減少） △26 12

受取利息及び受取配当金 △438 △189

支払利息 570 658

持分法による投資損益（△は益） △425 △198

有形固定資産売却損益（△は益） △6 △10

売上債権の増減額（△は増加） 1,071 △2,370

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,535 4,041

仕入債務の増減額（△は減少） △1,403 △2,152

その他 3,616 2,287

小計 9,270 6,025

利息及び配当金の受取額 228 145

利息の支払額 △643 △691

法人税等の支払額 △1,429 △792

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,426 4,686

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の売却による収入 13 251

有形固定資産の取得による支出 △6,727 △3,143

有形固定資産の売却による収入 193 229

投資有価証券の取得による支出 △2,171 △376

投資有価証券の売却による収入 593 9

貸付けによる支出 △409 △441

貸付金の回収による収入 711 401

その他 490 △1,161

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,307 △4,231

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） 2,277 1,619

長期借入れによる収入 4,609 2,892

長期借入金の返済による支出 △1,441 △1,711

社債の償還による支出 △3,569 －

配当金の支払額 △271 －

少数株主への配当金の支払額 △217 △82

その他 △238 △600

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,148 2,117

現金及び現金同等物に係る換算差額 △221 400

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,046 2,972

現金及び現金同等物の期首残高 12,834 20,327

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 608 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 14,488 23,300
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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） 

（注）１．事業区分の方法 

 当社の事業区分の方法は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各事業の主な製品 

(1)輸送用機器関連事業……ワイパモータ、スタータモータ、ファンモータ 

(2)情報処理関連事業……システムインテグレーションサービス、情報処理サービス、ソフトウエア開発 

(3)その他事業……運輸・倉庫業、業務代行 

  

  

  

（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〕

  
輸送用機器 
関連事業 
（百万円） 

情報処理
関連事業 
（百万円） 

その他事業
（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 111,296 3,577 231 115,105  － 115,105

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高 
1 644 3,353 3,998  (3,998) －

計 111,297 4,221 3,585 119,104  (3,998) 115,105

営業利益 242 39 93 376  47 424

  
輸送用機器 
関連事業 
（百万円） 

情報処理
関連事業 
（百万円） 

その他事業
（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 72,435 3,781 138 76,355  － 76,355

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高 
0 380 2,204 2,584  (2,584) －

計 72,435 4,161 2,342 78,940  (2,584) 76,355

営業利益（又は営業損失） (1,525) 68 78 (1,378)  46 (1,331)
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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）  

 （注）１．国又は地域の区分は、市場及び販売活動等の類似性の相違によって区分しております。 

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

米州……………米国、メキシコ、ブラジル 

アジア…………フィリピン、ベトナム、中国、インドネシア、インド 

 ヨーロッパ……イタリア、イギリス、フランス、ハンガリー 

  

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） 

 （注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

米州……………米国、メキシコ、ブラジル等 

アジア…………インドネシア、タイ、台湾、中国、フィリピン、ベトナム、インド等 

ヨーロッパ……イタリア、フランス、イギリス、オーストリー等 

その他…………オーストラリア等 

３．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。 

  

 該当事項はありません。 

  

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（百万円） 
米州

（百万円） 
アジア

（百万円） 
ヨーロッパ
（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  61,800 26,363 19,522 7,418  115,105  － 115,105

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 18,444 243 11,082 211  29,981 (29,981) －

計  80,244 26,607 30,605 7,630  145,087 (29,981) 115,105

営業利益（又は営業損失）  (1,551) (1,056) 2,553 489  434  (10) 424

  
日本 

（百万円） 
米州

（百万円） 
アジア

（百万円） 
ヨーロッパ
（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  43,067 14,772 15,793 2,721  76,355  － 76,355

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 12,438 22 5,127 90  17,679 (17,679) －

計  55,506 14,795 20,920 2,812  94,034 (17,679) 76,355

営業利益（又は営業損失）  (1,699) (953) 1,614 (285)  (1,324)  (6) (1,331)

〔海外売上高〕

  米州 アジア ヨーロッパ その他 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 26,437 23,350 6,924  13 56,725

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － －  － 115,105

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 23.0 20.3 6.0  0.0 49.3

  米州 アジア ヨーロッパ その他 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 14,863 17,716 2,786  40 35,406

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － －  － 76,355

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 19.5 23.2 3.6  0.1 46.4

（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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