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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 226,833 △31.3 5,340 △64.6 6,562 △53.1 2,869 △53.2

21年3月期第3四半期 330,296 ― 15,077 ― 13,991 ― 6,134 ―

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 42.20 ―

21年3月期第3四半期 90.21 ―

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 167,249 100,450 53.2 1,307.64
21年3月期 157,399 94,207 53.8 1,244.80

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  88,917百万円 21年3月期  84,644百万円

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 ― 11.00 ― 11.00 22.00
22年3月期 ― 9.00 ―

22年3月期 
（予想）

9.00 18.00

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 314,800 △22.2 8,900 △44.7 10,500 △29.8 4,700 △0.9 69.12
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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、5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 

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の経営者が判断した予想であり、リスクや不確実性を含んでおります。従いまして、これ
らの業績予想のみに全面的に依拠して投資判断を下すことは控えるようお願いいたします。実際の業績は、様々な重要な要素により、これらの業績予想と
は、大きく異なる結果となり得ることを、ご承知おきください。業績予想の前提となる仮定等につきましては、4ページ「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 68,000,000株 21年3月期  68,000,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  1,490株 21年3月期  1,354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 67,998,581株 21年3月期第3四半期 67,998,788株
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当第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日～平成21年12月31日）における世界経済は、各国政府

の景気刺激策の効果等により、緩やかに景気回復の動きがあるものの、日本、北米、欧州における雇用

情勢の悪化など、依然として厳しい状況が続いております。  

 当グループの関連する自動車業界におきましては、各国における需要刺激策により、新車販売台数は

悪期を脱し、持ち直しつつあります。しかしながら、刺激策の打切りによる反動減や景気低迷が長引

くことによる需要回復の遅れなどの懸念は払拭されず、先行きの不透明な厳しい事業環境が続いており

ます。  

 このような状況の中、当グループは、経費抑制等の緊急施策を継続しつつ、海外現地生産体質の強化

などの諸施策展開に引続き取組んできました。  

 当第３四半期連結累計期間の売上高は、世界的な自動車需要の低迷を受け、一部の地域を除き主要客

先からの受注が大幅に減少したことに加え、為替換算上の影響もあり、2,268億33百万円と前年同四半

期に比べ1,034億62百万円（31.3％）の減収となりました。利益面では、減収に伴う利益の減少や一部

海外子会社での生産休止の影響等により、営業利益は53億40百万円と前年同四半期に比べ97億37百万円

（64.6％）の減益、経常利益は65億62百万円と前年同四半期に比べ74億29百万円（53.1％）の減益とな

りました。四半期純利益は、減収影響に加え過年度法人税の計上等をおこなった結果、28億69百万円と

前年同四半期に比べ32億64百万円（53.2％）の減益となりました。  

 事業の種類別セグメント売上高の状況につきましては、二輪事業では、主に日本における受注の減少

により、売上高は38億88百万円と前年同四半期に比べ21億17百万円（35.3％）の減収となりました。四

輪事業では、日本・北米・イギリスにおける大幅な受注の減少に加え、アジア地域においても総じて受

注が減少したことから、売上高は2,214億94百万円と前年同四半期に比べ999億64百万円（31.1％）の減

収となりました。主力製品の四輪車用シートにつきましては、売上高は1,853億２百万円となりまし

た。また、ドアトリム及びルーフトリムなどの内装品等につきましては、売上高は361億91百万円とな

りました。その他事業では、売上高は14億50百万円と前年同四半期に比べ13億80百万円（48.8％）の減

収となりました。  

 なお、所在地別セグメントの業績を示すと、次のとおりです。  

（日本） 

主要客先からの受注の減少及び機種構成変化に加え、海外向け日本供給部品売上の減少等により売上

高は787億53百万円と前年同四半期に比べ426億88百万円（35.2％）の減収となりました。利益面では、

減収に伴う利益の減少はあったものの、原価低減努力や経費抑制による費用の削減効果により、営業利

益は前年同四半期に比べ13億29百万円（89.2％）減益の１億61百万円となりました。 

（北米） 

主要客先からの受注減少や為替換算上の影響等により、売上高は834億67百万円と前年同四半期に比

べ312億60百万円（27.2％）の減収となりました。利益面では前期に発生したインディアナ新工場の立

上準備費用の減少や経費抑制による費用削減効果はあったものの、減収に伴う利益の減少等により、10

億71百万円の営業損失（前年同四半期は95百万円の営業損失）となりました。 

（中国） 

広州及び武漢における主要客先からの受注は堅調に推移したものの、寧波からの他拠点向け部品売上

の減少及び為替換算上の影響等により、売上高は481億78百万円と前年同四半期に比べ40億８百万円

（7.7％）の減収となりました。利益面では減収に伴う利益の減少及び為替換算上の影響等はあるもの

の、機種構成の変化に加え原価低減効果や経費抑制による費用の削減効果等により、営業利益は66億17

百万円と前年同四半期に比べ４億47百万円（7.3％）の増益となりました。 

【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
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（その他の地域） 

アジア地域における受注が総じて減少したことや、イギリス子会社における生産休止による影響及び

為替換算上の影響等により、売上高は325億62百万円と前年同四半期に比べ321億９百万円（49.6％）の

減収となりました。利益面では減収に伴う利益の減少やイギリス子会社における生産休止時の諸費用負

担による影響等により、営業利益は23億96百万円と前年同四半期に比べ74億18百万円（75.6％）の減益

となりました。  

  

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、1,672億49百万円と前連結会計年度末に比べ98億50

百万円（6.3％）の増加となりました。流動資産については、973億66百万円と前連結会計年度末に比べ

85億19百万円（9.6％）の増加となりました。これは、現金及び預金が24億70百万円増加したこと並び

に売上高の増加に伴い受取手形及び売掛金が52億58百万円増加したことが主な要因です。固定資産につ

いては、698億82百万円と前連結会計年度末に比べ13億30百万円（1.9％）の増加となりました。これ

は、設備投資の抑制等により有形固定資産が16億４百万円減少したものの、時価評価による投資有価証

券の増加等により投資その他の資産が30億６百万円増加したことが主な要因です。  

 当第３四半期連結会計期間末における負債合計は、667億99百万円と前連結会計年度末に比べ36億７

百万円（5.7％）の増加となりました。流動負債につきましては、553億25百万円と前連結会計年度末に

比べ１億91百万円（0.3％）の増加となりました。これは、主に短期借入金が長期借入金へのシフトに

伴い28億68百万円減少したこと及び賞与引当金を主とする引当金が７億26百万円減少したものの、仕入

高の増加に伴い支払手形及び買掛金が25億68百万円増加したこと及び過年度法人税の計上を含む未払法

人税等が13億９百万円増加したことが主な要因です。固定負債につきましては、114億73百万円と前連

結会計年度末に比べ34億15百万円（42.4％）の増加となりました。これは、長期借入金が21億58百万円

増加したことが主な要因です。 

 当第３四半期連結会計期間末における純資産は、1,004億50百万円と前連結会計年度末に比べ62億43

百万円（6.6％）の増加となりました。これは、利益剰余金が14億57百万円増加したこと、時価評価に

伴う投資有価証券の増加により、その他有価証券評価差額金が18億41百万円増加したこと及び少数株主

持分が19億70百万円増加したことが主な要因です。  

  

当グループの関連する自動車業界の市場動向は、依然として先行きの不透明な状況が続いております

が、第３四半期実績及び近況を踏まえ、以下の通り修正しております。業績予想の詳細につきまして

は、本日（平成22年１月29日）別途公表しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さ

い。 

 
  通期 
   連結売上高   314,800百万円（前連結会計年度比 22.2％減）  
   連結営業利益   8,900百万円（前連結会計年度比 44.7％減）  
   連結経常利益   10,500百万円（前連結会計年度比 29.8％減）  
   連結当期純利益  4,700百万円（前連結会計年度比  0.9％減） 

 

なお、為替レートにつきましては、第４四半期平均で１米ドル＝88円、1人民元＝13.2円、通期平均で

は１米ドル＝92円、1人民元＝13.7円を前提としております。 

 また、上記に加え、個別業績予想につきましても変更しております。  

  

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
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該当する事項はありません。 

  

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、前四半期連結会計期

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います。 

 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

を見積り、簿価切下げを行う方法によっています。 

2.原価差異の配賦方法 

予定価格等を適用しているために原価差異が生じた場合、当該原価差異の棚卸資産と売上原価への

配賦を年度決算と比較して簡便的に実施する方法によっています。 

3.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

る方法によっています。 

4.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 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定す

る方法によっています。  

 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ないと認められるため、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っています。 

5.税金費用の計算 

税金費用については、当第３四半期連結累計期間を含む連結会計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り、税金等調整前四半期純利益に当該見積実効税

率を乗じて計算しています。  

 なお、法人税等調整額は、「法人税、住民税及び事業税」に含めて表示しています。 

  

該当する事項はありません。 

  

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)

(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
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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 22,744 20,273

受取手形及び売掛金 48,420 43,162

商品及び製品 2,957 2,181

仕掛品 1,427 1,478

原材料及び貯蔵品 14,414 13,238

その他 7,441 8,745

貸倒引当金 △38 △232

流動資産合計 97,366 88,847

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 18,447 17,131

機械装置及び運搬具（純額） 15,267 16,732

その他（純額） 16,256 17,712

有形固定資産合計 49,971 51,575

無形固定資産 1,595 1,667

投資その他の資産 18,315 15,309

固定資産合計 69,882 68,552

資産合計 167,249 157,399

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 35,394 32,826

短期借入金 8,438 11,306

1年内返済予定の長期借入金 192 211

未払法人税等 2,089 779

引当金 785 1,512

その他 8,425 8,496

流動負債合計 55,325 55,133

固定負債   

長期借入金 2,888 729

引当金 305 321

その他 8,279 7,006

固定負債合計 11,473 8,057

負債合計 66,799 63,191
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（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,700 4,700

資本剰余金 5,163 5,163

利益剰余金 82,842 81,384

自己株式 △2 △2

株主資本合計 92,702 91,245

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6,420 4,578

為替換算調整勘定 △10,205 △11,179

評価・換算差額等合計 △3,785 △6,600

少数株主持分 11,533 9,563

純資産合計 100,450 94,207

負債純資産合計 167,249 157,399
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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：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 330,296 226,833

売上原価 296,593 206,409

売上総利益 33,703 20,424

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 4,264 2,135

給料及び手当 6,533 6,196

その他 7,826 6,751

販売費及び一般管理費合計 18,625 15,083

営業利益 15,077 5,340

営業外収益   

受取利息 468 284

受取配当金 273 103

受取地代家賃 － 217

持分法による投資利益 446 411

為替差益 － 137

その他 449 236

営業外収益合計 1,638 1,391

営業外費用   

支払利息 312 160

為替差損 2,359 －

その他 53 9

営業外費用合計 2,724 169

経常利益 13,991 6,562

特別利益   

固定資産売却益 125 205

貸倒引当金戻入額 － 149

受取補償金 － 161

その他 8 9

特別利益合計 134 525

特別損失   

固定資産売却損 8 29

固定資産除却損 216 73

関係会社株式評価損 － 61

減損損失 － 58

その他 2 9

特別損失合計 226 232

税金等調整前四半期純利益 13,899 6,855

法人税、住民税及び事業税 4,643 1,839

法人税等還付税額 － △1,570

過年度法人税等 － 912

法人税等合計 4,643 1,181

少数株主利益 3,121 2,804

四半期純利益 6,134 2,869
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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 13,899 6,855

減価償却費 7,402 8,125

減損損失 － 58

引当金の増減額（△は減少） △1,249 △742

受取利息及び受取配当金 △741 △388

支払利息 312 160

持分法による投資損益（△は益） △446 △411

有形固定資産売却損益（△は益） △117 △176

有形固定資産除却損 216 73

関係会社株式評価損 － 61

受取補償金 － △161

売上債権の増減額（△は増加） 2,174 △5,970

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,297 △1,931

仕入債務の増減額（△は減少） △5,523 4,990

その他 △758 1,979

小計 16,464 12,522

利息及び配当金の受取額 1,270 871

利息の支払額 △314 △163

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △5,616 73

営業活動によるキャッシュ・フロー 11,803 13,302

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 － △5,157

定期預金の払戻による収入 － 2,739

有形固定資産の取得による支出 △8,938 △6,117

有形固定資産の売却による収入 214 313

その他 △1,227 △335

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,952 △8,558

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） 2,620 △4,281

長期借入れによる収入 － 2,434

配当金の支払額 △1,495 △1,359

少数株主への配当金の支払額 △624 △1,455

その他 △85 △484

財務活動によるキャッシュ・フロー 414 △5,146

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,751 438

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 513 35

現金及び現金同等物の期首残高 22,147 19,547

現金及び現金同等物の四半期末残高 22,660 19,583
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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) 

該当する事項はありません。 

  

【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) 
  

当社及び連結子会社は、四輪車用シート及び四輪車用内装品、二輪車用シート及び二輪車用附属

用品等の製造を行っています。 

全セグメントの売上高の合計及び営業利益の合計額に占める四輪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います。 

  

 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) 
  

当社及び連結子会社は、四輪車用シート及び四輪車用内装品、二輪車用シート及び二輪車用附属

用品等の製造を行っています。 

全セグメントの売上高の合計及び営業利益の合計額に占める四輪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います。 

  

【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) 
  

 
(注) 1  国又は地域の区分は、地域的近接度によっています。 

2  本邦以外の区分に属する国又は地域 

 （1）北米………………アメリカ・カナダ・メキシコ 

 （2）中国………………中国・香港 

 （3）その他の地域……タイ・フィリピン・インド・イギリス・インドネシア・ブラジル 

3  第１四半期連結会計期間より、「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）を適用し、連結決算上必要な修正を行っ

ています。この変更に伴い、「中国」について、営業費用が239百万円少なく、営業利益は239百万円多く、

「その他の地域」について、営業費用が７百万円少なく、営業利益は７百万円多く計上されています。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

日本
(百万円)

北米 
(百万円)

中国
（百万円）

その他の地域
(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

101,562 114,718 49,469 64,546 330,296 ― 330,296

 (2)セグメント間 
   の内部売上高 
   又は振替高

19,879 8 2,717 125 22,732 (22,732) ―

計 121,442 114,727 52,187 64,671 353,028 (22,732) 330,296

営業利益又は営業損
失(△)

1,490 △95 6,169 9,815 17,380 (2,302) 15,077
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 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  国又は地域の区分は、地域的近接度によっています。 

2  本邦以外の区分に属する国又は地域 

 （1）北米………………アメリカ・カナダ・メキシコ 

 （2）中国………………中国・香港 

 （3）その他の地域……タイ・フィリピン・インド・イギリス・インドネシア・ブラジル 

  

【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) 
  

 
(注) 1 国又は地域の区分は、地域的近接度によっています。 

2 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

  （1）北米……………アメリカ・カナダ・メキシコ 

  （2）中国……………中国・香港 

  （3）その他の地域…タイ・フィリピン・インド・イギリス・インドネシア・ブラジル 

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 国又は地域の区分は、地域的近接度によっています。 

2 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

  （1）北米……………アメリカ・カナダ・メキシコ 

  （2）中国……………中国・香港 

  （3）その他の地域…タイ・フィリピン・インド・イギリス・インドネシア・ブラジル 

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す。 

  

該当する事項はありません。 

日本
(百万円)

北米 
(百万円)

中国
（百万円）

その他の地域
(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

63,145 83,466 47,668 32,554 226,833 ― 226,833

 (2)セグメント間 
   の内部売上高 
   又は振替高

15,608 0 510 8 16,127 (16,127) ―

計 78,753 83,467 48,178 32,562 242,961 (16,127) 226,833

営業利益又は営業損
失(△)

161 △1,071 6,617 2,396 8,104 (2,763) 5,340

北米 中国 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 114,783 49,772 64,758 229,313

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― 330,296

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

34.8 15.0 19.6 69.4

北米 中国 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 83,529 47,980 32,734 164,244

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― 226,833

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

 36.8 21.2 14.4 72.4

(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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