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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 3,696 △24.1 126 △54.8 113 △50.6 67 9.7
21年3月期第3四半期 4,873 ― 279 ― 229 ― 61 ―

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 13.23 ―
21年3月期第3四半期 12.13 12.09

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 8,126 5,098 61.8 981.90
21年3月期 7,758 4,986 63.3 960.83

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  5,021百万円 21年3月期  4,913百万円

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  
   当社は定款において中間日及び期末日を配当基準日と定めておりますが、現時点では期末日における配当予想額は未定であります。 

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 ― 7.50 ― 3.00 10.50
22年3月期 ― 4.00 ―
22年3月期 

（予想）
― ―

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 4,890 △14.5 120 110.9 100 560.5 40 ― 7.82



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  無  

(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．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参照下さい。 
２．平成22年３月期の期末配当額につきましては、今後の業績等を勘案して決定次第開示いたします。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 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 5,119,477株 21年3月期  5,119,477株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  5,720株 21年3月期  5,720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 5,113,757株 21年3月期第3四半期 5,082,422株



 当第３四半期連結累計期間のわが国経済は、内外の在庫調整が進展し、海外経済の回復にも支えられ、輸出、生産

ともに増加しており、緩やかな回復基調にあります。  

 自動車業界におきましては、厳しい雇用・所得環境の中、エコカー減税や新車購入補助金等の政策効果から、９月

に国内販売台数が前年同期比増加に転じ、11月、12月には同比二桁の伸び率となりました。一方、輸出台数につきま

しても、前年同期比では減少が続きましたが、その減少率は月を追う毎に縮小しました。 

 このような状況のもと、当社グループの売上高は3,696百万円（対前年同期1,176百万円の24.1%減少）となり、 

前年同期比での減収幅が縮小しました。 

  利益面では、受注の回復、コスト削減効果等から、営業利益126百万円（対前年同期152百万円の54.8%減少）、経常 

  利益113百万円（対前年同期116百万円の50.6%減少）、四半期純利益67百万円（対前年同期5百万円の9.7%の増加）と

  なり、全ての各段階利益が黒字に転換しました。 

   所在地別の状況につきましては、日本は第３四半期に入り受注の回復傾向がはっきりとしてきましたが、当累計 

  期間の売上高は3,241百万円（対前年同期920百万円の22.1%減少）、営業利益は125百万円（対前年同期42百万円の 

  25.3%減少）となりました。 

   アジアは、中国が増収となったものの、売上の大半を占めるタイが、日本と同様に減収となったため、売上高は 

  519百万円（対前年同期314百万円の37.7%減少）となりました。 

  営業損益につきましては、タイ現地法人のKANEMITSU PULLEY CO.,LTD.は、回復してきましたが大幅な減益であり、 

  一方、中国現地法人佛山金光汽車零部件有限公司は、生産活動が軌道にのり単月で初めて営業黒字を達成しました 

  が、営業利益は3百万円（対前年同期111百万円の97.1%減少）にとどまりました。 

   

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は8,126百万円となり、前連結会計年度末に比べ367百万円の増加と 

なりました。流動資産は562百万円増加しましたが、主として受取手形及び売掛金の増加613百万円、現金及び預金 

  の増加80百万円、仮払金の減少114百万円等によるものであります。固定資産は194百万円減少しましたが、 

  主として減価償却によるものであります。 

   負債は3,027百万円となり、255百万円増加しました。流動負債は418百万円の増加となりましたが、主として 

  支払手形及び買掛金の増加328百万円、短期借入金の増加85百万円等によるものであります。固定負債は163百万円 

  減少しましたが、主として長期未払金の減少114百万円、社債の減少80百万円等によるものであります。  

   純資産は5,098百万円となり、112百万円増加しましたが、主としてその他有価証券評価差額金の増加52百万円、 

  利益剰余金の増加31百万円等によるものであります。  

   この結果、自己資本比率は61.8%と前連結会計年度末に比べ1.5%減少しました。 

  

  （キャッシュ・フローの状況）  

   当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は1,235百万円と、前連結会計 

  年度末と比べ80百万円の増加となりました。  

  

  （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70百万円（対前年同期増減率△82.4%）となりました。これは主に売上債権の 

  増加額が612百万円（前年同期は37百万円の減少）、仕入債務の増加額が326百万円（対前年同期増減率89.4%）、  

  賞与引当金の減少額が68百万円（対前年同期増減率5.8%）、税金等調整前四半期純利益が128百万円（対前年同期 

  増減率△41.2%）となったこと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）  

   投資活動の結果、使用した資金は55百万円（対前年同期増減率△87.4%）となりました。これは主に有形固定資産 

  の取得による支出が102百万円（対前年同期増減率△78.9%）となったこと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） 

   財務活動の結果、得られた資金は60百万円（対前年同期増減率△68.6%）となりました。これは主にセール・ 

  アンド・リースバックによる収入が117百万円（前年同期はありません）、リース債務の返済による支出が94百万円 

  （前年同期はありません）、長期借入れによる収入が220百万円（対前年同期増減率55.1%）、短期借入金の純増加 

  額が90百万円（前年同期は26百万円の増加）となったことによるものであります。  

  

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

２．連結財政状態に関する定性的情報



  

  

  

 平成22年３月期の業績見通しにつきましては、第３四半期までの推移を踏まえれば、平成21年10月８日の公表予想

に対して修正が生じる可能性がありますが、現時点においては据え置きといたします。今後、見通しがより明らかに

なった時点で、必要な場合には速やかに公表いたします。 

  

  

  

 該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。  

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

（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：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 1,235,021 1,154,461

受取手形及び売掛金 1,579,075 965,441

商品及び製品 24,228 19,929

仕掛品 313,427 284,791

原材料及び貯蔵品 67,047 80,531

繰延税金資産 25,701 47,950

その他 13,003 142,316

流動資産合計 3,257,505 2,695,421

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,779,370 1,772,635

減価償却累計額 △926,204 △879,548

建物及び構築物（純額） 853,166 893,086

機械装置及び運搬具 4,945,559 4,702,646

減価償却累計額 △3,697,004 △3,508,897

機械装置及び運搬具（純額） 1,248,555 1,193,749

工具、器具及び備品 487,266 460,682

減価償却累計額 △405,780 △382,719

工具、器具及び備品（純額） 81,486 77,963

土地 2,012,976 2,010,779

建設仮勘定 78,869 279,866

有形固定資産合計 4,275,054 4,455,445

無形固定資産 74,415 76,749

投資その他の資産   

投資有価証券 315,789 225,634

繰延税金資産 81,909 160,401

その他 121,760 145,243

投資その他の資産合計 519,458 531,279

固定資産合計 4,868,928 5,063,474

資産合計 8,126,433 7,758,896



（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 765,825 437,267

短期借入金 261,360 175,826

1年内返済予定の長期借入金 231,621 192,006

1年内償還予定の社債 140,000 140,000

未払法人税等 4,000 －

賞与引当金 64,878 133,896

その他 321,980 291,713

流動負債合計 1,789,666 1,370,709

固定負債   

社債 260,000 340,000

長期借入金 498,290 472,455

長期未払金 193,834 308,809

退職給付引当金 234,639 237,110

その他 51,362 43,609

固定負債合計 1,238,127 1,401,986

負債合計 3,027,793 2,772,695

純資産の部   

株主資本   

資本金 551,099 551,099

資本剰余金 445,219 445,219

利益剰余金 4,075,948 4,044,050

自己株式 △6,423 △6,423

株主資本合計 5,065,843 5,033,946

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 59,784 6,846

為替換算調整勘定 △104,415 △127,333

評価・換算差額等合計 △44,630 △120,487

少数株主持分 77,427 72,741

純資産合計 5,098,640 4,986,201

負債純資産合計 8,126,433 7,758,896



（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 4,873,264 3,696,497

売上原価 3,761,257 2,867,969

売上総利益 1,112,007 828,527

販売費及び一般管理費 832,864 702,282

営業利益 279,142 126,244

営業外収益   

受取利息 1,721 1,041

受取配当金 6,428 3,036

助成金収入 － 9,741

その他 2,929 10,482

営業外収益合計 11,079 24,302

営業外費用   

支払利息 29,495 32,899

社債発行費 3,478 －

為替差損 27,875 4,448

営業外費用合計 60,849 37,347

経常利益 229,372 113,199

特別利益   

固定資産売却益 13,109 －

保険解約返戻金 7,668 19,965

特別利益合計 20,778 19,965

特別損失   

固定資産除却損 219 268

投資有価証券評価損 31,675 4,602

特別損失合計 31,894 4,870

税金等調整前四半期純利益 218,255 128,293

法人税、住民税及び事業税 9,438 △8,922

法人税等調整額 126,385 64,557

法人税等合計 135,823 55,634

少数株主利益 20,736 4,965

四半期純利益 61,695 67,693



（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利益 218,255 128,293

減価償却費 284,525 270,734

賞与引当金の増減額（△は減少） △65,064 △68,814

退職給付引当金の増減額（△は減少） 14,857 △2,471

受取利息及び受取配当金 △8,150 △4,078

支払利息 29,495 32,899

為替差損益（△は益） 1,916 415

社債発行費 3,478 －

固定資産売却損益（△は益） △13,109 －

投資有価証券評価損益（△は益） 31,675 4,602

固定資産除却損 219 268

保険解約損益（△は益） △7,668 △19,965

売上債権の増減額（△は増加） 37,239 △612,892

たな卸資産の増減額（△は増加） 17,171 △15,528

仕入債務の増減額（△は減少） 172,446 326,529

その他 △58,413 △65,160

小計 658,876 △25,167

利息及び配当金の受取額 8,143 4,186

利息の支払額 △26,656 △31,675

法人税等の支払額 △239,778 △4,622

法人税等の還付額 － 127,751

営業活動によるキャッシュ・フロー 400,584 70,471

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △484,296 △102,070

有形固定資産の売却による収入 22,327 6,256

無形固定資産の取得による支出 △2,740 △406

投資有価証券の取得による支出 △8,565 △7,577

投資有価証券の売却による収入 900 －

保険積立金の解約による収入 32,724 45,340

その他 205 3,140

投資活動によるキャッシュ・フロー △439,445 △55,316



（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） 26,385 90,285

長期借入れによる収入 142,410 220,835

長期借入金の返済による支出 △80,160 △156,572

社債の発行による収入 296,521 －

社債の償還による支出 △130,000 △80,000

株式の発行による収入 14,999 －

自己株式の取得による支出 △30 －

リース債務の返済による支出 － △94,323

セール・アンド・リースバックによる収入 － 117,137

配当金の支払額 △76,229 △34,806

少数株主への配当金の支払額 △2,898 △2,493

財務活動によるキャッシュ・フロー 190,998 60,061

現金及び現金同等物に係る換算差額 △25,728 5,342

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 126,409 80,559

現金及び現金同等物の期首残高 1,000,551 1,154,461

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,126,961 1,235,021



 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）  

 当社及び連結子会社の事業はプーリ等の製造・販売を事業内容とする単一事業区分であるため、事業の種類 

別セグメント情報は作成しておりません。 

  

  

 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）  

   （注）１ 国又は地域の区分は、地理的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 

         アジア・・・タイ、中国 

      ３ 追加情報 

        第１四半期連結会計期間より、法人税法の改正を契機として資産の利用状況等を見直した 

        結果、機械装置の耐用年数を12年から９年に変更しております。この変更に伴い、 

        従来の方法によった場合と比べ、当第３四半期連結累計期間の「日本」の営業利益は 

        23,472千円減少しております。 

         

 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 国又は地域の区分は、地理的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         

             アジア・・・タイ、中国 

（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 

（千円） 

アジア 

（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 

 （２）セグメント間の内部売上高 

    又は振替高  

4,056,840 

105,366

 816,424 

18,308

 4,873,264 

123,674

 － 

△123,674 

 4,873,264 

－

計   4,162,206  834,732 4,996,939  △123,674  4,873,264 

 営業利益  167,290  114,999 282,289 △3,146 279,142

    
日本 

（千円） 

アジア 

（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 

 （２）セグメント間の内部売上高 

    又は振替高  

3,179,146 

62,464

517,350

2,506

3,696,497

64,971

 － 

△64,971 

3,696,497

－

計  3,241,611 519,857 3,761,468  △64,971 3,696,497

 営業利益 125,004 3,281 128,285 △2,040 126,244



  

 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、地理的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 

        アジア・・・タイ、中国 

      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 国又は地域の区分は、地理的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 

        アジア・・・タイ、中国 

      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あります。 

  

 該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕

   アジア  計 

 Ⅰ 海外売上高（千円）  816,424  816,424 

 Ⅱ 連結売上高（千円）  －  4,873,264 

 Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  16.8  16.8 

   アジア  計 

 Ⅰ 海外売上高（千円）  517,350  517,350 

 Ⅱ 連結売上高（千円）  －  3,696,497 

 Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  14.0  14.0 

（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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