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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 23,579 ― △802 ― △925 ― △2,097 ―

21年3月期第3四半期 30,430 ― △90 ― △52 ― △41 ―

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3四半期 △214.90 ―

21年3月期第3四半期 △4.22 ―

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3四半期 38,575 16,847 36.5 1,443.59
21年3月期 40,147 18,705 40.0 1,643.48

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  14,090百万円 21年3月期  16,042百万円

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 ― 8.00 ― 4.00 12.00
22年3月期 ― 0.00 ―

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 31,510 △11.7 △750 ― △910 ― △2,140 ― △219.24



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） 

(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 

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、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に与える不確実な要因に
係る本資料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。なお、上記
業績予想に関する事項は、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。 

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3四半期 9,763,600株 21年3月期  9,763,600株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  2,574株 21年3月期  2,574株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 9,761,026株 21年3月期第3四半期 9,761,026株



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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、一昨年秋以降の米国金融危機に端を発した世界経済の悪化から

持ち直しの動きも見られますものの、デフレの進行や雇用環境の回復の遅れなど、依然厳しい状況のなか推移いたし

ました。

　主要取引先である自動車業界では、各国の新車買い替え支援政策等による需要喚起効果により、販売・生産の減少

幅は縮小しております。しかしながら、国内生産では海外への生産シフトや円高により輸出が振るわず、引き続き大

幅な減産を余儀なくされております。

　このような状況にあって当社グループでは、役員報酬・管理職給与の減額や生産調整に伴う休業実施など労務費の

縮減、製造拠点毎の一斉休業実施による操業費圧縮など徹底した経費削減を行い、また、総費用削減を目指した経営

会議直轄の特命プロジェクト活動を推進するなど改善原資の創出に努めてまいりました。

　当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高につきましては完成車メーカーの減産影響により、23,579百万円（前

年同期比22.5％減）となり、損益につきましては、大幅な減収影響に対し、諸費用の削減にスピードを上げ取り組み

ましたが、営業損失802百万円（前年同期は90百万円の営業損失）、経常損失925百万円（前年同期は52百万円の経常

損失）となり、純損益につきましては経営環境の著しい悪化により機械及び装置等の減損処理を行い、1,289百万円の

減損損失を計上したことに伴い、四半期純損失は2,097百万円（前年同期は41百万円の四半期純損失）となりまし

た。

　事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

①自動車部品製造事業

　自動車部品製造事業では、売上高につきましては、完成車メーカーの大幅な生産台数の減少によりロッカーアー

ムをはじめ主要製品が軒並み減少し、20,849百万円（前年同期比24.9％減）となり、883百万円の営業損失（前年

同期は144百万円の営業損失）となりました。

②自動車販売事業

　自動車販売事業では、新車販売台数は、軽自動車の減少により1,308台（前年同期比7.0％減）となりましたも

のの、売上高は、ハイブリッド車の増加など販売車種構成が好転した結果、2,730百万円（前年同期比2.3％増）

となりました。利益につきましては、増収効果や労務費の縮減効果等により、営業利益は71百万円（前年同期比

65.4％増）となりました。

　所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。

①日本

　日本では、売上高につきましては、完成車メーカーの大幅な生産台数の減少によりロッカーアームをはじめ主

要製品が軒並み減少し、13,935百万円（前年同期比32.6％減）となり、1,691百万円の営業損失（前年同期は839

百万円の営業損失）となりました。

②米国

　米国では、売上高につきましては、完成車メーカーの減産影響はありましたものの、アルミロッカーアームの

適用車種増加や為替換算影響等により、6,577百万円（前年同期比5.4％増）となりました。利益につきましては、

増収効果及び前年同期に新規に立ち上げた機種の量産安定化や労務費縮減等の原価低減効果により、営業利益は

403百万円（前年同期比235.0％増）となりました。

③タイ国

　タイ国では、売上高につきましては、新規立ち上げによる４輪部品の増加はありましたものの、完成車メーカー

の大幅な生産台数の減少に伴う２輪部品の減少や為替換算影響により、3,067百万円（前年同期比12.6％減）とな

り、営業利益は234百万円（前年同期比39.5％減）となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第３四半期末における総資産は、機械及び装置等の減損処理による有形固定資産の減少により、前連結会計

年度末に比べ1,572百万円減少し、38,575百万円となりました。

　また、負債につきましては、支払手形及び買掛金の増加等により、前連結会計年度末に比べ286百万円増加し、

21,728百万円となりました。

　純資産は、利益剰余金の減少等により、前連結会計年度末に比べ1,858百万円減少し、16,847百万円となりまし

た。
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　当第３四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）

　営業活動の結果得られた資金は2,152百万円（前年同期は209百万円の収入）となりました。主な内訳は、税金

等調整前四半期純損失2,304百万円、減価償却費2,860百万円、減損損失1,289百万円であります。

　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は623百万円（前年同期は4,094百万円の支出）となりました。主な内訳は、有形

固定資産取得による支出613百万円であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は1,772百万円（前年同期は2,383百万円の収入）となりました。主な内訳は、短

期借入金の純増減額1,211百万円であります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　通期の業績につきましては、平成21年10月27日に公表いたしました業績予想から変更は行っておりません。

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）

　該当事項はありません。

（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棚卸資産の評価方法

　当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期連結会計期間末の

実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。

　また、棚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も

り、簿価切下げを行う方法によっております。

②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

　四半期会計期間に係る法人税等については、四半期会計期間を含む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（累計期間）に当該見積実効税

率を乗じて計算する方法によっております。

　なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 

（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

　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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 4,412,443 4,693,310

受取手形及び売掛金 4,893,496 2,484,502

有価証券 71,984 71,918

商品及び製品 1,137,998 1,190,052

仕掛品 1,325,331 1,320,366

原材料及び貯蔵品 1,932,182 2,455,616

その他 618,374 786,745

貸倒引当金 △1,708 △2,693

流動資産合計 14,390,102 12,999,818

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,464,345 5,871,236

機械装置及び運搬具（純額） 11,459,477 14,676,986

土地 2,558,550 2,554,693

その他（純額） 481,302 636,239

有形固定資産合計 19,963,676 23,739,155

無形固定資産   

その他 190,628 198,670

無形固定資産合計 190,628 198,670

投資その他の資産   

投資有価証券 2,421,189 1,850,864

その他 1,642,571 1,391,342

貸倒引当金 △32,400 △31,950

投資その他の資産合計 4,031,361 3,210,256

固定資産合計 24,185,667 27,148,083

資産合計 38,575,770 40,147,902

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,481,964 1,124,247

短期借入金 6,141,335 7,231,989

未払法人税等 136,767 18,079

その他 4,073,164 4,121,613

流動負債合計 12,833,230 12,495,929

固定負債   

長期借入金 6,010,798 6,746,407

退職給付引当金 1,980,905 1,640,208

その他の引当金 226,225 224,650

その他 677,131 334,757

固定負債合計 8,895,060 8,946,022

負債合計 21,728,291 21,441,952



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 500,190 500,190

資本剰余金 324,233 324,233

利益剰余金 13,084,732 15,221,395

自己株式 △2,478 △2,478

株主資本合計 13,906,678 16,043,341

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 756,233 437,269

為替換算調整勘定 △571,950 △438,547

評価・換算差額等合計 184,283 △1,277

少数株主持分 2,756,517 2,663,885

純資産合計 16,847,478 18,705,949

負債純資産合計 38,575,770 40,147,902



（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）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 30,430,756 23,579,933

売上原価 27,463,741 21,711,108

売上総利益 2,967,015 1,868,824

販売費及び一般管理費 3,057,475 2,671,128

営業損失（△） △90,459 △802,304

営業外収益   

受取利息 6,884 2,363

受取配当金 43,472 20,103

スクラップ収入 138,752 47,239

業務受託料 － 21,600

その他 40,950 26,890

営業外収益合計 230,060 118,197

営業外費用   

支払利息 182,280 231,343

その他 9,341 9,997

営業外費用合計 191,622 241,341

経常損失（△） △52,021 △925,447

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 984

固定資産売却益 3,918 16,209

特別利益合計 3,918 17,194

特別損失   

固定資産除却損 16,161 3,452

減損損失 － 1,289,365

たな卸資産評価損 3,979 －

投資有価証券評価損 6,058 －

貸倒引当金繰入額 － 450

特別退職金 － 100,676

役員退職慰労金 500 2,730

特別損失合計 26,699 1,396,673

税金等調整前四半期純損失（△） △74,802 △2,304,927

法人税等 △192,886 △362,611

少数株主利益 159,233 155,303

四半期純損失（△） △41,148 △2,097,618



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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（△） △74,802 △2,304,927

減価償却費 3,274,459 2,860,672

減損損失 － 1,289,365

貸倒引当金の増減額（△は減少） 764 △534

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △11,850 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 350,756 344,027

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 11,165 1,575

受取利息及び受取配当金 △50,357 △22,467

支払利息 182,280 231,343

有形固定資産売却損益（△は益） △3,918 △16,209

有形固定資産除却損 16,161 3,452

投資有価証券評価損益（△は益） 6,058 －

特別退職金 － 100,676

役員退職慰労金 500 2,730

その他の営業外損益（△は益） △170,361 △86,397

売上債権の増減額（△は増加） 343,452 △2,423,682

たな卸資産の増減額（△は増加） 72,151 491,356

仕入債務の増減額（△は減少） △2,858,581 1,527,247

その他の流動資産の増減額（△は増加） 269,981 △125,653

その他の流動負債の増減額（△は減少） △771,074 245,501

たな卸資産評価損 3,979 －

その他 3,056 △20,149

小計 593,822 2,097,925

利息及び配当金の受取額 50,943 24,831

利息の支払額 △174,698 △240,393

その他営業外収益受取額 181,197 62,012

その他営業外費用支払額 △8,234 △9,213

特別退職金の支払額 － △5,051

役員退職慰労金の支払額 △500 △2,730

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △433,065 225,080

営業活動によるキャッシュ・フロー 209,464 2,152,460

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △20,298 △20,363

有価証券の売却による収入 20,316 20,373

有形固定資産の取得による支出 △4,840,560 △613,350

有形固定資産の売却による収入 688,750 16,940

補償金による収入 14,223 －

投資有価証券・関係会社株式の取得による支出 △39,854 △33,647

投資有価証券の売却による収入 － 3,300

定期預金の預入による支出 △41,800 △22,800

定期預金の払戻による収入 80,000 20,000

貸付金の回収による収入 － 20,000

無形固定資産・その他投資取得による支出 △22,709 △21,224

その他投資売却による収入 67,323 7,436

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,094,609 △623,335



（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

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） 205,952 △1,211,966

長期借入れによる収入 2,548,840 －

長期借入金の返済による支出 △149,378 △483,806

リース債務の返済による支出 △40,516 △15,356

配当金の支払額 △156,023 △39,258

少数株主への配当金の支払額 △25,596 △22,356

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,383,278 △1,772,742

現金及び現金同等物に係る換算差額 △130,923 △39,572

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,632,789 △283,189

現金及び現金同等物の期首残高 3,110,850 4,578,260

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,478,061 4,295,071



（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日）

自動車部品製
造事業
（千円）

自動車販売事
業
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社
（千円）

連結
（千円）

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 27,761,001 2,669,755 30,430,756 － 30,430,756

(2)セグメント間の内部売上高又は振

替高
－ 9,378 9,378 (9,378) －

計 27,761,001 2,679,134 30,440,135 (9,378) 30,430,756

営業利益又は営業損失（△） △144,323 43,261 △101,062 10,602 △90,459

当第３四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日）

自動車部品製
造事業
（千円）

自動車販売事
業
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社
（千円）

連結
（千円）

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 20,849,762 2,730,171 23,579,933 － 23,579,933

(2)セグメント間の内部売上高又は振

替高
－ 10,881 10,881 (10,881) －

計 20,849,762 2,741,052 23,590,814 (10,881) 23,579,933

営業利益又は営業損失（△） △883,616 71,556 △812,060 9,755 △802,304

　（注）１．事業区分は、製品及び販売市場等の類似性に基づいております。

２．各区分の主要な製品

(1）自動車部品製造事業…自動車４輪及び２輪のエンジン部品、ミッション部品、シャーシ部品

(2）自動車販売事業………自動車４輪新車及び中古車

３．営業費用は全て、各セグメントに賦課しており、配賦不能営業費用はありません。

４．会計処理方法の変更

前第３四半期連結累計期間

（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７

月５日）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計

期間の営業損失が、「自動車部品製造事業」で127,750千円増加しております。

５．追加情報

前第３四半期連結累計期間

（有形固定資産の耐用年数の変更）

　当社及び国内連結子会社は、従来、機械及び装置の耐用年数を４～10年としておりましたが、法人税法の

改正に伴い、第１四半期連結会計期間より４～９年に変更しました。この変更に伴い、従来の方法によった

場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業損失が、「自動車部品製造事業」で146,486千円増加してお

ります。

－ 1 －



〔所在地別セグメント情報〕

前第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日）

日本
（千円）

米国
（千円）

タイ国
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社
（千円）

連結
（千円）

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 20,684,169 6,238,578 3,508,007 30,430,756 － 30,430,756

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高
－ － 133 133 (133) －

計 20,684,169 6,238,578 3,508,141 30,430,890 (133) 30,430,756

営業利益又は営業損失（△） △839,935 120,502 387,376 △332,057 241,597 △90,459

当第３四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日）

日本
（千円）

米国
（千円）

タイ国
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社
（千円）

連結
（千円）

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 13,935,097 6,577,551 3,067,283 23,579,933 － 23,579,933

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高
－ － － － － －

計 13,935,097 6,577,551 3,067,283 23,579,933 － 23,579,933

営業利益又は営業損失（△） △1,691,443 403,645 234,174 △1,053,623 251,319 △802,304

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

　　　　２．営業費用は全て、各セグメントに賦課しており、配賦不能営業費用はありません。

３．会計処理方法の変更

前第３四半期連結累計期間

（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７

月５日）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計

期間における「日本」の営業損失が、127,750千円増加しております。

４．追加情報

前第３四半期連結累計期間

（有形固定資産の耐用年数の変更）

　当社及び国内連結子会社は、従来、機械及び装置の耐用年数を４～10年としておりましたが、法人税法の

改正に伴い、第１四半期連結会計期間より４～９年に変更しました。この変更に伴い従来の方法によった場

合に比べて、当第３四半期連結累計期間における「日本」の営業損失が、146,486千円増加しております。

－ 2 －



〔海外売上高〕

前第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日）

米国 タイ国 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 6,238,578 3,508,007 9,746,586

Ⅱ　連結売上高（千円） － － 30,430,756

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高

の割合（％）
20.5 11.5 32.0

当第３四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日）

米国 タイ国 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 6,577,551 3,067,283 9,644,835

Ⅱ　連結売上高（千円） － － 23,579,933

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高

の割合（％）
27.9 13.0 40.9

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．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。

（６）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。

－ 3 －
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