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1.  平成22年2月期第3四半期の連結業績（平成21年3月1日～平成21年11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2月期第3四半期 6,582 ― △274 ― △185 ― △260 ―
21年2月期第3四半期 11,224 ― 654 ― 753 ― 570 ―

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2月期第3四半期 △27.17 ―
21年2月期第3四半期 59.49 ―

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2月期第3四半期 13,147 8,351 62.4 856.37
21年2月期 13,748 8,559 60.9 873.16

（参考） 自己資本  22年2月期第3四半期  8,206百万円 21年2月期  8,370百万円

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2月期 ― 4.50 ― 4.50 9.00
22年2月期 ― 3.75 ―
22年2月期 
（予想）

3.75 7.50

3.  平成22年2月期の連結業績予想（平成21年3月1日～平成22年2月28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 9,000 △32.7 △50 △112.7 60 △88.8 6 △98.3 0.63
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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、３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、３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 
1. 上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる
場合があります。 
2. 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基
準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
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2月期第3四半期 9,621,550株 21年2月期 9,621,550株
② 期末自己株式数 22年2月期第3四半期 38,178株 21年2月期 35,171株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年2月期第3四半期 9,584,755株 21年2月期第3四半期 9,592,422株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、在庫調整の進展や景気対策の効果により緩やかな回復基調にな

りました。しかしながら、企業の設備投資の低迷に加え、失業率の高止まりなど雇用・所得環境の厳しさは継続し、

先行き不透明感の強い状況が続きました。当社グループの主要な取引先である自動車業界では、四輪車がエコカー減

税や補助金など政府の販売支援策が功を奏し、一部の車種で明るさがみられましたが、消費の低迷から全体の需要は

低調となりました。二輪車も北米、欧州への輸出が落ち込んでおり、大幅に減少しました。 

こうした厳しい状況のなか、当第３四半期の連結売上高は前第３四半期比41.4％減少の6,582百万円となりまし

た。  

利益面につきましては、営業損失が274百万円（前第３四半期比928百万円減少）となりました。経常損失は185百

万円（前第３四半期比938百万円減少）となり、四半期純損失は260百万円（前第３市四半期比830百万円減少）とな

りました。  

※「連結経営成績に関する定性的情報」における前年同期比は参考値として記載しております 

  

  

第３四半期の財政状態につきましては、総資産が前連結会計年度末より601百万円減少の13,147百万円になりまし

た。主な減少要因は、受取手形及び売掛金が419百万円減少したことによるものです。 

純資産は、大幅な四半期純損失を計上したことにより利益余剰金が339百万円減少したため8,351百万円となり、自

己資本比率は62.4％となりました。 

  

  

平成22年2月期の通気連結業績予想につきましたは、現時点においては平成21年10月14日発表の予想を変更してお

りません。  

  

  

該当事項はありません。 

  

   

① 簡便的な会計処理 

たな卸資産の評価方法  

当第３四半期連結会計期間末におけるたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、第２四半期連結

会計期間末の実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。  

たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、

簿価切下げを行うこととしております。  

  

固定資産の減価償却費の算定方法 

減価償却の方法として主として定率法を採用しておりますが、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。  

  

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は、前連結会計年度末以降に、経営環境等、かつ、一時差異

等の発生状況に著しい変化が無いと認められるため、前連結会計年度決算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しております。 

  

② 四半期連結財務諸表作成に特有の会計処理  

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
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（会計処理基準に関する事項の変更）  

① 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務

諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

② 棚卸資産の評価に関する会計基準の変更  

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）を第

１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げ

の方法）に変更しております。これにより、営業損失、経常損失は12,770千円、税金等調整前四半期純損失

は、26,151千円増加しております。  

③ 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会 平成18

年５月17日 実務対応報告第18号）を第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な修正を行ってお

ります。 

なお、この適用による四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 

④ リース取引に関する会計基準の適用 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理によ

っておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号）を第１四半期連結会計期間から早期適用し、通常の売買取

引に係る会計処理によっております。 

また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間

を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

なお、リース取引開始日が第１四半期連結会計期間開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引につい

ては、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

この適用による四半期連結財務諸表に与える影響はありません。  

（追加情報） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、機械装置については、従来耐用年数を４～14年としてお

りましたが、当第１四半期連結会計期間より４～10年に変更しております。 

これにより、従来の方法によった場合に比べ、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞ

れ49,551千円増加しております。  

（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
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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３四半期連結会計期間末
(平成21年11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２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,001,978 782,423

受取手形及び売掛金 3,222,065 3,641,319

商品及び製品 437,041 470,457

仕掛品 251,394 222,217

原材料及び貯蔵品 431,828 451,486

その他 240,949 254,028

貸倒引当金 △2,343 △3,058

流動資産合計 5,582,911 5,818,872

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,913,430 3,865,634

減価償却累計額 △1,605,724 △1,481,775

建物及び構築物（純額） 2,307,706 2,383,859

機械装置及び運搬具 7,008,156 6,837,278

減価償却累計額 △5,368,988 △5,042,239

機械装置及び運搬具（純額） 1,639,167 1,795,039

土地 1,712,838 1,712,865

建設仮勘定 4,821 150,757

その他 604,154 594,345

減価償却累計額 △553,747 △531,824

その他（純額） 50,408 62,521

有形固定資産合計 5,714,940 6,105,040

無形固定資産   

その他 23,056 23,561

無形固定資産合計 23,056 23,561

投資その他の資産   

投資有価証券 1,645,906 1,549,137

その他 221,057 291,743

貸倒引当金 △40,479 △40,100

投資その他の資産合計 1,826,484 1,800,781

固定資産合計 7,564,479 7,929,382

資産合計 13,147,390 13,748,255
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年11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２月28日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,863,548 1,657,041

短期借入金 651,105 1,020,532

1年内返済予定の長期借入金 710,902 430,093

未払法人税等 5,684 48,091

賞与引当金 187,540 121,692

役員賞与引当金 27,025 27,400

その他 318,087 890,782

流動負債合計 3,763,891 4,195,632

固定負債   

長期借入金 680,275 646,019

退職給付引当金 194,558 186,651

その他 157,645 160,703

固定負債合計 1,032,478 993,374

負債合計 4,796,369 5,189,005

純資産の部   

株主資本   

資本金 819,078 819,078

資本剰余金 966,758 966,758

利益剰余金 6,515,911 6,855,417

自己株式 △24,575 △23,227

株主資本合計 8,277,171 8,618,025

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 107,165 △20,709

為替換算調整勘定 △177,416 △226,859

評価・換算差額等合計 △70,251 △247,568

少数株主持分 144,102 188,792

純資産合計 8,351,021 8,559,249

負債純資産合計 13,147,390 13,748,255
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 6,582,695

売上原価 6,138,525

売上総利益 444,170

販売費及び一般管理費 718,271

営業損失（△） △274,101

営業外収益  

受取利息 268

受取配当金 12,505

持分法による投資利益 19,646

助成金収入 76,057

その他 35,033

営業外収益合計 143,509

営業外費用  

支払利息 24,188

為替差損 28,363

その他 2,123

営業外費用合計 54,674

経常損失（△） △185,266

特別利益  

貸倒引当金戻入額 710

特別利益合計 710

特別損失  

投資有価証券評価損 124,495

固定資産処分損 10,669

たな卸資産評価損 13,382

貸倒引当金繰入額 379

会員権評価損 153

特別損失合計 149,078

税金等調整前四半期純損失（△） △333,634

法人税、住民税及び事業税 43,097

法人税等調整額 △98,339

法人税等合計 △55,242

少数株主損失（△） △17,965

四半期純損失（△） △260,426
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11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損失（△） △333,634

減価償却費 569,059

投資有価証券評価損益（△は益） 124,495

貸倒引当金の増減額（△は減少） △336

賞与引当金の増減額（△は減少） 65,848

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,907

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △375

受取利息及び受取配当金 △12,773

支払利息 24,188

固定資産除却損 10,669

会員権評価損 153

売上債権の増減額（△は増加） 419,254

たな卸資産の増減額（△は増加） 23,898

仕入債務の増減額（△は減少） 206,507

持分法による投資損益（△は益） △19,646

その他の資産の増減額（△は増加） △908

その他の負債の増減額（△は減少） △92,236

小計 992,070

利息及び配当金の受取額 26,465

利息の支払額 △25,942

法人税等の還付額 96,414

法人税等の支払額 △85,504

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,003,503

投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の取得による支出 △12,750

有形固定資産の取得による支出 △730,410

無形固定資産の取得による支出 △4,000

貸付けによる支出 △873

貸付金の回収による収入 752

投資活動によるキャッシュ・フロー △747,281

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） △368,853

長期借入れによる収入 700,000

長期借入金の返済による支出 △383,961

自己株式の取得による支出 △1,348

配当金の支払額 △79,080

財務活動によるキャッシュ・フロー △133,243

現金及び現金同等物に係る換算差額 96,575

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 219,555

現金及び現金同等物の期首残高 782,423

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,001,978
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 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

当社グループはすべて、二輪車、四輪車業界向け部品の製造・販売に関する事業を主として営んでいるため、

事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。  

  

  

本国のセグメントの売上高の金額が全セグメントの合計の90％超であるため記載を省略しております。  

  

  

海外売上高は連結売上高の10％未満であるので記載を省略しております。  

  

  

 該当事項はありません。 

  

（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〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（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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「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成20年３月１日～11月30日） 

  

科目 

前年同四半期 
（平成20年11月期 
第３四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高  11,224,512

Ⅱ 売上原価  9,678,875

売上総利益  1,545,637

Ⅲ 販売費及び一般管理費  890,866

営業利益  654,771

Ⅳ 営業外収益  144,008

Ⅴ 営業外費用  45,657

経常利益  753,122

Ⅵ 特別利益  235,300

Ⅶ 特別損失  22,771

税金等調整前四半期純利益  965,651

税金費用  389,747

少数株主利益  5,220

四半期純利益  570,685
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