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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 103,963 △31.9 2,202 △82.8 3,112 △73.9 1,470 △75.1

21年3月期第3四半期 152,720 ― 12,784 ― 11,908 ― 5,911 ―

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 22.48 ―

21年3月期第3四半期 90.40 ―

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 124,870 95,981 64.8 1,238.31
21年3月期 122,206 91,134 63.3 1,182.77

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  80,965百万円 21年3月期  77,334百万円

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 ― 18.00 ― 12.00 30.00
22年3月期 ― 7.00 ―

22年3月期 
（予想）

7.00 14.00

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  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 144,000 △22.7 4,000 △67.5 5,000 △53.7 2,200 △47.9 33.65



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５ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。 

(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．平成21年10月27日に公表いたしました連結業績予想は、平成22年１月29日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」のとおり修正しております。  
２．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あ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 65,452,143株 21年3月期  65,452,143株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  68,484株 21年3月期  68,398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 65,383,688株 21年3月期第3四半期 65,387,790株



 当第３四半期連結累計期間は、昨年度後半からの急速な需要収縮が底を打ち緩やかな回復基調を

辿りましたが、未だ本格的な回復には到らず、これに為替の円高影響も相俟って、売上高は前年同

期比△48,758百万円（同増減率△31.9%）の大幅減収となりました。また、営業利益は減収の影響

により、前年同期比△10,582百万円（同増減率△82.8%）の大幅減益となりましたが、グループ全

社での原価低減及び経費削減活動等が奏効し、連結累計期間の経営成績は初めて黒字に転換しまし

た。  

 所在地別セグメントの業績は以下のとおりであります。                  

  

  

【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

      売上高（百万円） 
対前年同期増減額 

（百万円） 

 対前年同期増減率 

（％） 

 日本  32,280  △21,702  △40.2

 北米  23,128  △10,389  △31.0

 アジア    37,733  △12,580  △25.0

 その他  10,822  △4,086  △27.4

合計  103,963  △48,758  △31.9

     
 営業利益又は営業損

失（△）（百万円）

対前年同期増減額 

（百万円） 

 対前年同期増減率 

（％） 

 日本  △1,158  △2,727  －

 北米  △403  △114 － 

 アジア    2,654  △5,291  △66.6

 その他  879  △1,523  △63.4

 消去又は全社  230  △928 － 

合計  2,202  △10,582  △82.8

 日本 【売上】  

   二輪・四輪各社の減産及び現地生産への移行により、前年同期比で大幅減収となりました。 

  【営業利益】  

  

 原価低減に加え、徹底的な経費節減に努めましたが、減収影響により、前年同期比で損失と

なりました。なお、第１四半期をボトムに回復傾向にあり、当第３四半期では黒字に転じてお

ります。 

 北米 【売上】  

   二輪・四輪各社の減産及び為替影響により、前年同期比で大幅減収となりました。 

  【営業利益】 

  
 減収及び為替影響により、前年同期比で損失となりましたが、原価低減と経費削減により、

当第３四半期では黒字に転じております。 

 アジア 【売上】  

  
 中国現地生産拡大と市場の好調及びインド新拠点立上りによる増収はありましたが、インド

ネシア・タイの二輪・四輪各社の減産及び為替影響により、前年同期比で減収となりました。 

  【営業利益】  

  
 減収及び為替影響により、前年同期比で大幅減益となりましたが、中国の増収及び原価低減

により、第２四半期に引き続き回復傾向にあります。  

 その他 【売上】  

  
 ブラジルの四輪車用部品工場立上げによる増収はありましたが、二輪各社の減産及び為替影

響により、前年同期比で減収となりました。 

  【営業利益】 

  

 ブラジル四輪の増収影響はありましたが、二輪車用部品の減収及び為替影響により、前年同

期比で大幅減益となりました。なお、四半期毎の利益は回復傾向にあり、第２四半期に続き黒

字となりました。 



（１）資産、負債、純資産等の状況  

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は 百万円となり、前連結会計年度末比 百万

円の増加となっております。なお、各項目別の主な要因は次のとおりであります。 

（流動資産） 

 流動資産は 百万円となり、前年度末比 百万円増加しております。これは主に受取

手形及び売掛金の増加によるものであります。 

（固定資産） 

 固定資産は 百万円となり、前年度末比 百万円増加しております。これは主に投資

有価証券の増加によるものであります。 

（流動負債） 

 流動負債は 百万円となり、前年度末比 百万円減少しております。これは主に短期

借入金の減少によるものであります。 

（固定負債） 

 固定負債は 百万円となり、前年度末比 百万円増加しております。 

（純資産） 

 純資産は 百万円となり、前年度末比 百万円増加しております。これは主に為替換

算調整勘定及びその他有価証券評価差額金の増加によるものであります。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況  

 当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、減価償

却費等による資金の増加の一方、有形固定資産の取得による支出等による資金の減少により、前

連結会計年度末比 百万円増加し、当第３四半期連結会計期間末には 百万円となって

おります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローでは、 百万円の資金を得ております。これは主に減

価償却費によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動によるキャッシュ・フローでは、 百万円の支出となっております。これは主に

設備投資によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動によるキャッシュ・フローでは、 百万円の支出となっております。これは主に

短期借入金の返済によるものであります。 

  

 第４四半期の経済情勢を展望しますと、米国経済は個人消費の持ち直しや企業の景況感の改善

を背景に、緩やかな回復が続くものと予想されます。また、日本経済も海外景気の回復や経済対

策効果を受けて緩やかな持ち直し傾向を辿るものと見られます。 

 一方、中国経済は輸出のプラス転換や工業生産の拡大ペースの加速などから、引き続き高成長

を維持し、それを背景としたアセアン地域の景気回復も持続すると予想されます。 

 自動車業界は、先進国では緩やかな景気回復を受けた需要の持ち直しが続くものの、本格的な

回復には更に相当の時間を要すると見ております。また、中国をはじめとしたアジア地域では引

き続き底堅い需要の増加を見込んでおります。 

 このような環境下、当社グループは、生産体制の再編を含めた一段の生産効率向上と費用削減

活動に継続して取り組むとともに、社会と市場のニーズを先取りした商品の開発、提供により、

当期の業績改善と将来の成長基盤の構築に努めてまいります。   

 当期連結業績予想は、アジア地域の売上増加と日本・北米を中心とした費用削減効果を反映

し、売上高144,000百万円、営業利益4,000百万円、経常利益5,000百万円、当期純利益2,200百万

円へとそれぞれ上方修正いたします。 

２．連結財政状態に関する定性的情報

124,870 2,664

63,161 1,173

61,709 1,491

23,879 2,863

5,009 679

95,981 4,848

1,039 21,202

8,987

4,566

4,213

３．連結業績予想に関する定性的情報



 なお、第４四半期の為替レートは90円／USドルを想定しております。 

  

【連結業績予想】  

  

該当事項はありません。 

  

① 簡便な会計処理 

・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ついては、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定する方法によっておりま

す。 

・固定資産の減価償却費の算定方法 

  定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分し

て算定する方法によっております。 

② 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。 

 ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる

場合には、税金等調整前四半期純利益に法定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。  

  

該当事項はありません。 

  

  

  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 

 前回発表予想（A)  142,000  2,400  3,400  1,600  24.47

 今回発表予想（B）    144,000    4,000    5,000    2,200    33.65

 増減額（B-A）    2,000    1,600    1,600    600  － 

 増減率（%）    1.4    66.7    47.1    37.5     － 

 （ご参考）前期実績 

 （平成21年３月期） 
   186,346    12,317    10,800    4,222    64.57

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



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 21,363 20,679

受取手形及び売掛金 21,219 17,320

商品及び製品 3,297 3,858

仕掛品 1,716 2,154

原材料及び貯蔵品 11,361 13,284

その他 4,217 4,706

貸倒引当金 △12 △13

流動資産合計 63,161 61,988

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 10,412 10,245

機械装置及び運搬具（純額） 25,948 27,841

工具、器具及び備品（純額） 2,110 2,338

土地 5,487 3,641

リース資産（純額） 736 510

建設仮勘定 1,231 2,488

有形固定資産合計 45,925 47,063

無形固定資産 987 1,001

投資その他の資産   

投資有価証券 13,660 11,064

その他 1,187 1,126

貸倒引当金 △50 △36

投資その他の資産合計 14,797 12,154

固定資産合計 61,709 60,217

資産合計 124,870 122,206



（単位：百万円）

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 16,813 17,393

短期借入金 876 3,555

未払金 3,627 3,224

未払法人税等 416 392

引当金 31 92

その他 2,117 2,086

流動負債合計 23,879 26,742

固定負債   

引当金 － 1,663

退職給付引当金 1,421 －

その他の引当金 15 －

持分法適用に伴う負債 － 32

その他 3,573 2,635

固定負債合計 5,009 4,330

負債合計 28,888 31,072

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,694 3,694

資本剰余金 3,419 3,419

利益剰余金 76,469 76,242

自己株式 △101 △101

株主資本合計 83,482 83,254

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,384 3,801

繰延ヘッジ損益 △40 △4

為替換算調整勘定 △7,861 △9,718

評価・換算差額等合計 △2,517 △5,921

少数株主持分 15,016 13,800

純資産合計 95,981 91,134

負債純資産合計 124,870 122,206



（２）四半期連結損益計算書 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

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 152,720 103,963

売上原価 131,718 95,340

売上総利益 21,002 8,622

販売費及び一般管理費 8,218 6,421

営業利益 12,784 2,202

営業外収益   

受取利息 714 330

受取配当金 271 108

持分法による投資利益 66 －

為替差益 － 412

雑収入 184 444

営業外収益合計 1,234 1,295

営業外費用   

支払利息 102 79

持分法による投資損失 － 71

為替差損 1,776 －

雑支出 233 234

営業外費用合計 2,111 384

経常利益 11,908 3,112

特別利益   

固定資産売却益 28 30

貸倒引当金戻入額 － 1

特別利益合計 28 30

特別損失   

固定資産売却損 0 －

固定資産廃棄損 23 17

投資有価証券評価損 3 －

特別損失合計 26 17

税金等調整前四半期純利益 11,910 3,126

法人税等 3,013 869

少数株主利益 2,986 786

四半期純利益 5,911 1,470



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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利益 11,910 3,126

減価償却費 8,202 7,349

売上債権の増減額（△は増加） △1,918 △3,492

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,135 3,554

仕入債務の増減額（△は減少） 870 △1,110

その他 △931 152

小計 14,998 9,579

利息及び配当金の受取額 1,003 440

利息の支払額 △102 △79

法人税等の支払額 △3,317 △953

営業活動によるキャッシュ・フロー 12,582 8,987

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △1,039 △187

定期預金の払戻による収入 271 852

有形固定資産の取得による支出 △7,887 △5,035

その他 △879 △196

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,534 △4,566

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） 367 △2,557

配当金の支払額 △2,355 △1,242

少数株主への配当金の支払額 △1,262 △370

その他 △32 △44

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,283 △4,213

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,378 832

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,612 1,039

現金及び現金同等物の期首残高 23,571 20,163

現金及び現金同等物の四半期末残高 20,959 21,202



 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）及び当第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） 

 当社グループは、ブレーキシステム等自動車部品及び関連する設備等の製造・販売を主な事業と

する専門メーカーであり、「自動車部品事業」の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売

上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、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。  

  

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） 

（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．日本以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）北米…米国 

(2）アジア…タイ、インドネシア、中国、ベトナム、フィリピン 

(3）その他…ブラジル、スペイン 

 ３．会計処理の方法の変更 

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 当社及び国内連結子会社は、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。これにより、

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利益は、日本で

百万円減少しております。 

（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】

  
  

日本 

  

北米 

  

アジア 

  

その他 

  

計 

消去又は 

全社 

  

連結 

  （百万円） （百万円）（百万円）（百万円）（百万円） （百万円） （百万円）

 売上高               

 (1）外部顧客に対

する売上高 
 53,982  33,517  50,313  14,908  152,720 －  152,720

 (2）セグメント間

の内部売上高 
 30,714  82  4,207  52  35,054  △35,054 － 

計  84,696  33,599  54,520  14,960  187,775  △35,054  152,720

営業利益又は営業

損失（△）  
 1,569  △289  7,945  2,401  11,626  1,158  12,784

184



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） 

（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．日本以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）北米…米国 

(2）アジア…タイ、インドネシア、中国、ベトナム、フィリピン、インド 

(3）その他…ブラジル、スペイン 

   

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） 

（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属するおもな地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）北米…米国、カナダ 

(2）アジア…タイ、インドネシア、中国、ベトナム、フィリピン 

(3）その他の地域…南米、欧州 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の日本以外の国又は地域における売上高であります。 

  

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） 

（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属するおもな地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）北米…米国、カナダ 

(2）アジア…タイ、インドネシア、中国、ベトナム、フィリピン、インド 

(3）その他の地域…南米、欧州 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の日本以外の国又は地域における売上高であります。  

  
  

日本 

  

北米 

  

アジア 

  

その他 

  

計 

消去又は 

全社 

  

連結 

  （百万円） （百万円）（百万円）（百万円）（百万円） （百万円） （百万円）

 売上高               

 (1）外部顧客に対

する売上高 
 32,280  23,128  37,733  10,822  103,963 －  103,963

 (2）セグメント間

の内部売上高 
 24,538  8  2,548  45  27,138  △27,138 － 

計  56,818  23,136  40,281  10,866  131,101  △27,138  103,963

営業利益又は営業

損失（△）  
 △1,158  △403  2,654  879  1,971  230  2,202

【海外売上高】

  北米 アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  32,636  51,233  16,630  100,499

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  152,720

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
 21.4  33.5  10.9  65.8

  北米 アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  23,128  37,856  11,289  72,272

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  103,963

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
 22.2  36.4  10.9  69.5



  

該当事項はありません。 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記


	日信工業㈱（7230）平成22年３月期 第３四半期決算短信: 日信工業㈱（7230）平成22年３月期 第３四半期決算短信
	- 1 -: - 1 -
	- 2 -: - 2 -
	- 3 -: - 3 -
	- 4 -: - 4 -
	- 5 -: - 5 -
	- 6 -: - 6 -
	- 7 -: - 7 -
	- 8 -: - 8 -
	- 9 -: - 9 -
	- 10 -: - 10 -
	- 11 -: - 11 -
	- 12 -: - 12 -


