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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 49,677 △33.6 695 △31.1 642 △15.0 △841 ―

21年3月期第3四半期 74,838 ― 1,009 ― 756 ― △1,446 ―

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 △46.20 ―

21年3月期第3四半期 △82.13 ―

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 51,866 16,491 30.5 871.34
21年3月期 47,075 17,181 35.1 910.08

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  15,857百万円 21年3月期  16,566百万円

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 ― 3.75 ― 3.75 7.50
22年3月期 ― 3.75 ―

22年3月期 
（予想）

3.75 7.50

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 67,600 △27.5 600 56.1 300 ― △900 ― △49.45



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、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 

本資料に記載されている業績予想につきましては、現時点において入手された情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因によ
り上記の業績予想値と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、３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。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

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3四半期 19,410,000株 21年3月期  19,410,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  1,210,597株 21年3月期  1,206,231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 18,201,657株 21年3月期第3四半期 17,607,203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我が国経済は、政府の景気刺激策等により 悪期からは脱却しつつあります

が、企業収益の減少や雇用・所得環境の悪化による個人消費の低迷が続くなど、依然として厳しい状況で推移いたし

ました。 

 当社の属する自動車業界では、エコカー減税や新車購入補助金効果で販売は徐々に上向いておりますが、未だ本格

回復には至っておりません。 

 このような状況の中で、当第３四半期連結累計期間における売上高は、中国市場は高成長を維持したものの、国内

及び北米地域の得意先減産の影響や円高による為替の影響により前年同期比33.6％減の49,677百万円となりました。

損益面では減収影響による落込みが大きく、労務費等固定費削減に努めたものの、営業利益は前年同期比31.1％減の

695百万円、経常利益は前年同期比15.0％減の642百万円、四半期純損失は841百万円（前年同期は1,446百万円の四半

期純損失）となりました。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

(資産） 

当第３四半期連結会計期間末における資産合計は51,866百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,791百万円増加

しました。これは現金及び預金の増加3,477百万円、受取手形及び売掛金の増加2,823百万円、有形固定資産の減少

1,354百万円が主な要因であります。 

（負債）  

当第３四半期連結会計期間末における負債合計は35,375百万円となり、前連結会計年度末に比べ5,481百万円増加

しました。これは長短借入金の増加2,813百万円、支払手形及び買掛金の増加2,124百万円が主な要因であります。

（純資産）  

当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は16,491百万円となり、前連結会計年度末に比べ690百万円減少

しました。これは利益剰余金の減少977百万円、その他有価証券評価差額金の増加226百万円が主な要因でありま

す。   

３．連結業績予想に関する定性的情報 

平成21年10月30日公表の通期業績予想より変更はありません。 

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 

 （簡便な会計処理）  

固定資産の減価償却費の算定方法は、年度予算に基づく年間償却予定額を期間按分する方法としておりま

す。 

 （四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引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り、税引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。

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 

① ５.（５）ｂ. 所在地別セグメント情報において前第３四半期連結累計期間までその他の地域として区分表

示していました名称を、金額的重要性と伴に、より明確に表示するため、前連結会計年度よりアジアと名称

変更しました。  

② ５.（５）ｃ. 海外売上高において前第３四半期連結累計期間までその他の地域として区分表示していまし

た名称を、金額的重要性と伴に、より明確に表示するため、前連結会計年度よりアジアとその他の地域に名

称変更しました。 



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 7,394,911 3,917,394

受取手形及び売掛金 11,967,645 9,144,371

製品 809,906 820,643

原材料 3,232,112 4,291,820

仕掛品 1,019,808 1,194,955

貯蔵品 1,409,740 780,737

繰延税金資産 97,637 224,067

その他 1,772,729 1,182,440

貸倒引当金 △7,051 △6,653

流動資産合計 27,697,440 21,549,777

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,365,148 7,366,474

機械装置及び運搬具（純額） 7,159,904 8,304,738

工具、器具及び備品（純額） 1,899,027 2,334,713

土地 4,389,577 4,392,726

その他（純額） 933,207 702,849

有形固定資産合計 21,746,866 23,101,502

無形固定資産   

その他 179,581 161,287

無形固定資産合計 179,581 161,287

投資その他の資産   

投資有価証券 1,622,726 1,302,300

繰延税金資産 16,647 7,272

その他 611,362 961,074

貸倒引当金 △7,890 △7,890

投資その他の資産合計 2,242,846 2,262,757

固定資産合計 24,169,294 25,525,547

資産合計 51,866,734 47,075,324



（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,394,065 9,269,899

短期借入金 9,224,770 8,210,449

未払法人税等 100,972 133,482

繰延税金負債 219,684 47,692

賞与引当金 298,905 541,002

その他 4,402,523 3,459,394

流動負債合計 25,640,922 21,661,920

固定負債   

長期借入金 5,916,271 4,117,122

繰延税金負債 408,378 377,138

退職給付引当金 2,722,631 2,991,270

役員退職慰労引当金 442,202 413,496

その他 245,001 332,548

固定負債合計 9,734,485 8,231,575

負債合計 35,375,407 29,893,496

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,206,062 3,206,062

資本剰余金 3,184,500 3,184,500

利益剰余金 13,543,231 14,521,067

自己株式 △1,101,003 △1,099,712

株主資本合計 18,832,791 19,811,918

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 375,181 148,184

為替換算調整勘定 △3,350,093 △3,393,112

評価・換算差額等合計 △2,974,911 △3,244,927

少数株主持分 633,447 614,837

純資産合計 16,491,327 17,181,828

負債純資産合計 51,866,734 47,075,324



（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 74,838,735 49,677,170

売上原価 69,243,008 45,562,435

売上総利益 5,595,727 4,114,734

販売費及び一般管理費 4,586,325 3,419,474

営業利益 1,009,401 695,259

営業外収益   

受取利息 29,596 15,582

受取配当金 29,048 19,610

投資不動産賃貸料 46,647 46,647

助成金収入 23,888 170,654

雑収入 156,440 205,466

営業外収益合計 285,620 457,960

営業外費用   

支払利息 226,754 262,443

持分法による投資損失 25,600 45,041

為替差損 161,652 15,706

雑損失 124,950 187,953

営業外費用合計 538,958 511,144

経常利益 756,063 642,076

特別利益   

投資有価証券売却益 8,228 －

特別利益合計 8,228 －

特別損失   

割増退職金 － 922,234

出資金評価損 － 341,366

投資有価証券評価損 35,572 －

その他 － 35,256

特別損失合計 35,572 1,298,856

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（△）

728,719 △656,780

法人税等 2,113,966 115,575

少数株主利益 60,933 68,696

四半期純損失（△） △1,446,180 △841,051



（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（△） 728,719 △656,780

減価償却費 4,239,144 3,232,199

のれん償却額 － 722

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,888 417

賞与引当金の増減額（△は減少） △725,360 △242,097

退職給付引当金の増減額（△は減少） △6,604 △268,639

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,693 28,706

受取利息及び受取配当金 △58,644 △35,193

支払利息 226,754 262,443

為替差損益（△は益） △172 －

持分法による投資損益（△は益） 25,600 45,041

有形固定資産処分損益（△は益） 24,479 25,456

投資有価証券売却損益（△は益） △8,228 －

出資金評価損 － 341,366

割増退職金 － 922,234

売上債権の増減額（△は増加） 2,699,848 △2,924,387

たな卸資産の増減額（△は増加） 269,735 255,441

仕入債務の増減額（△は減少） △2,460,777 2,167,143

未払消費税等の増減額（△は減少） △115,617 198,103

その他 △545,242 367,668

小計 4,295,440 3,719,847

利息及び配当金の受取額 58,644 35,493

利息の支払額 △220,275 △251,233

割増退職金の支払額 － △75,176

法人税等の支払額 △386,686 △340,614

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,747,123 3,088,316

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 － △10,597

有形固定資産の取得による支出 △4,213,576 △2,027,407

有形固定資産の売却による収入 26,464 74,095

投資有価証券の取得による支出 △17,015 －

投資有価証券の売却による収入 10,790 －

貸付けによる支出 △42,136 △21,900

貸付金の回収による収入 40,371 29,680

その他 △45,023 △53,121

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,240,126 △2,009,250



（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   

短期借入れによる収入 6,127,767 5,708,516

短期借入金の返済による支出 △4,671,489 △5,047,845

長期借入れによる収入 1,230,000 4,284,590

長期借入金の返済による支出 △2,801,256 △2,075,039

自己株式の取得による支出 △1,389 △1,291

自己株式の売却による収入 580,990 －

配当金の支払額 △167,511 △136,783

少数株主への配当金の支払額 － △51,000

リース債務の返済による支出 △191,682 △207,514

財務活動によるキャッシュ・フロー 105,427 2,473,632

現金及び現金同等物に係る換算差額 △158,222 △29,739

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △545,797 3,522,958

現金及び現金同等物の期首残高 3,734,591 3,871,952

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,188,794 7,394,911



（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 

a. 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及び当第３四半期連結累計期間はいずれも、全セグメントの売上高の合計、営業

利益又は営業損失（△）の合計額に占める「自動車部品事業」の割合がいずれも90％を超えているため、事業

の種類別セグメント情報の記載を省略しております。  

b. 所在地別セグメント情報 

 （注) １ 国又は地域の区分は地理的な近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米………………米国・メキシコ 

(2) その他の地域……中国・タイ・インドネシア 

３ 会計処理方法の変更 

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

「四半期連結財務諸表作成にかかる会計処理の原則・手続、表示方法等の変更」に記載のとおり、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、営業損失が日本で82,215

千円増加しております。 

  
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) 

北米 
(千円) 

その他の 
地域 
(千円) 

計 
(千円) 

消去 
又は全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益             

売上高             

(1) 外部顧客に 

対する売上高 
39,529,962 28,215,195 7,093,578 74,838,735 － 74,838,735 

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
4,093,678 － 4,467,929 8,561,607 (8,561,607) － 

計 43,623,640 28,215,195 11,561,507 83,400,343 (8,561,607) 74,838,735 

営業費用 44,161,278 28,135,347 10,091,695 82,388,321 (8,558,987) 73,829,333 

営業利益又は 

営業損失(△) 
△537,638 79,847 1,469,812 1,012,022 (2,620) 1,009,401 



 （注) １ 国又は地域の区分は地理的な近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米………………米国・メキシコ 

(2) アジア……………中国・タイ・インドネシア 

３ 会計処理方法の変更 

前第３四半期連結累計期間までその他の地域として区分表示していました名称を、金額的重要性と伴に、

より明確に表示するため、前連結会計年度よりアジアと名称変更しました。  

前第３四半期連結累計期間のその他の地域のセグメントは全てアジア地域のものであります。 

  
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) 

北米 
(千円) 

アジア 
(千円) 

計 
(千円) 

消去 
又は全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益             

売上高             

(1) 外部顧客に 

対する売上高 
27,615,456 14,682,744 7,378,969 49,677,170 － 49,677,170 

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
2,529,245 9,188 2,843,859 5,382,293 (5,382,293) － 

計 30,144,702 14,691,932 10,222,829 55,059,463 (5,382,293) 49,677,170 

営業費用 29,921,871 15,532,559 8,988,417 54,442,848 (5,460,938) 48,981,910 

営業利益又は 

営業損失（△） 
222,830 △840,627 1,234,411 616,615 78,644 695,259 



c. 海外売上高 

 （注) １ 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。 

２ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

３ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米………………米国・メキシコ 

(2) その他の地域……中国・イギリス・タイ・インドネシア他 

 （注) １ 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。 

２ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

３ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米………………米国・メキシコ 

(2) アジア……………中国・タイ・インドネシア他 

(3) その他の地域……イギリス他 

４ 会計処理方法の変更 

前第３四半期連結累計期間までその他の地域として区分表示していました名称を、金額的重要性と伴に、

より明確に表示するため、前連結会計年度よりアジアとその他の地域に名称変更しました。  

 前第３四半期連結累計期間のその他の地域の売上高は、アジア7,202,702千円、その他の地域1,563,781千

円であります。 

（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。 

  
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) 

  北米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(千円) 28,215,195 8,766,484 36,981,679 

Ⅱ 連結売上高(千円)     74,838,735 

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合(％) 
37.7 11.7 49.4 

  
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) 

  北米 アジア その他の地域  計 

Ⅰ 海外売上高(千円) 14,682,744 7,517,590 261,229 22,461,563 

Ⅱ 連結売上高(千円)       49,677,170 

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合(％) 
29.5 15.1 0.5 45.2 



６．その他の情報 

    部門別売上高状況 

（単位：千円未満切捨）

  

    
前第３四半期 

（自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日）

当第３四半期 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日） 

増減金額 

    金額 
構成比 
（％） 

金額 
構成比 
（％） 

金額 
増減率 
（％） 

 自動車部品

事業 

 安全部品 
 ハンドル 13,375,653 17.8 7,968,738 16.0 △5,406,914 △40.4 

エアバッグ 30,647,500 40.9 20,876,777 42.0 △9,770,723 △31.8 

小計  44,023,154 58.8 28,845,516 58.0 △15,177,637 △34.4 

 樹脂部品   30,729,950 41.0 20,788,694 41.8 △9,941,255 △32.3 

  計  74,753,104 99.8 49,634,211 99.9 △25,118,893 △33.6 

その他事業 85,630 0.1 42,958 0.0 △42,671 △49.8 

合計 74,838,735 100.0 49,677,170 100.0 △25,161,565 △33.6 
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