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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 21,091 △18.5 130 △46.6 69 76.1 △119 ―

21年3月期第3四半期 25,870 ― 244 ― 39 ― 77 ―

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 △13.25 ―

21年3月期第3四半期 8.60 ―

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 23,439 6,019 25.6 664.05
21年3月期 20,600 6,245 30.3 690.38

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  5,993百万円 21年3月期  6,232百万円

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  有  
 

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 ― 6.00 ― 0.00 6.00
22年3月期 ― 0.00 ―

22年3月期 
（予想）

2.00 2.00

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 29,680 △6.9 506 ― 333 ― 43 ― 4.82



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  有  
詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご参考ください。 

(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の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれておりま
す。世界経済・競合状況・為替・金利の変動等にかかわるリスクや不安定要因により、実際の業績が記載の予想数値と大幅に異なる可能性があります。 
なお、業績に関する事項は、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参照ください。 

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 9,149,400株 21年3月期  9,149,400株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  124,041株 21年3月期  121,901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 9,026,385株 21年3月期第3四半期 9,027,648株



 当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済情勢は、各国政府の景気刺激策の導入、アジアを中心とした持ち

直しに伴う輸出増加等により、企業収益の悪化に歯止めがかかり緩やかな回復基調を辿ったものの、雇用環境の悪化

や設備投資の減少が継続しております。また、一部の原材料に逼迫感がでてきていることに加えて、為替市場も再び

円高傾向で推移しており、景気の二番底が懸念される厳しい環境で推移しました。 

 このような環境のもと、当社グループは、環境対策新製品の開発、生産体制の見直し等を通したコスト改善、変動

費の抑制、棚卸資産の圧縮、固定費の削減、設備投資の抑制等経費削減を通した収益力強化に全力で取り組んでまい

りました。 

 当第３四半期連結累計期間は、自動車機器事業が足許は回復傾向にはあるものの累計では大幅減となっており売上

高は 百万円（前年同期比18.5％減）となりました。利益面では、売上高減少、及び８月に量産を開始した

DE Diamond Electric India Private Limited（インド）の初期コスト増加の影響により営業利益は 百万円（前

年同期比46.6％減）、為替差損の減少により経常利益は 百万円（前年同期比76.1％増）、四半期純損失 百万

円（前年同期は 百万円の四半期純利益）となりました。 

(1）事業の種類別セグメント 

①自動車機器事業 

 当社グループの主力製品である自動車用点火コイルは、北米市場においてクライスラー社の２ヶ月間にわたる

生産ストップの影響があったものの、世界各国によるインセンティブ政策の効果、アジアの持ち直し等により自

動車販売が年初想定を上回って推移したため、売上高は132億40百万円（前年同期比24.5％減）となりました。 

利益面では、８月に量産を開始したDE Diamond Electric India Private Limited（インド）の初期コスト増

加の影響、新製品開発に向けた研究開発費負担があるものの、生産数量の回復により黒字転換を果たし、営業利

益は89百万円（前年同期比83.7％減）となりました。 

②電子機器事業 

電子機器事業の主力製品である冷暖房給湯用制御基板は、住宅着工件数の低迷、石油関連製品の減、昨年の欧

州の在庫調整の影響が続きましたが、欧州向け新機種、新製品の立上りによりカバーし、売上高は78億51百万円

（前年同期比5.7％減）と微減にとどめることができました。  

利益面では、売上高は減少したものの、少量多品種生産に対応する体制の見直し、外注加工費の削減等各種合

理化活動が功を奏し、営業利益は4億40百万円（前年同期比395.8％増）となりました。  

 総資産は、前連結会計年度末に比べ28億38百万円増加し、 百万円となりました。当期末日の銀行休業日に

よる影響で現金及び預金11億88百万円と受取手形及び売掛金7億48百万円、増産対応による棚卸資産6億73百万円、そ

の他流動資産（未収入金等）4億2百万円などが増加し、投資抑制により有形固定資産2億13百万円などが減少したこ

とによるものです。 

 負債は、前連結会計年度末に比べ30億64百万円増加し、 百万円となりました。当期末日の銀行休業日によ

る影響で支払手形及び買掛金21億56百万円と未払金7億33百万円、未払法人税等1億81百万円などが増加し、短期借入

金1億41百万円、長期借入金2億27百万円などが減少したことによるものです。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べ2億26百万円減少し、 百万円となりました。主な増加は、その他有価証

券評価差額金68百万円であり、主な減少は、当第３四半期純損失 百万円と為替換算調整勘定1億86百万円などに

よるものです。 

 以上の結果、自己資本比率は25.6％となりました。  

（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ける現金及び現金同等物の残高は 百万円となり、前連結会計年度末と比べ

11億88百万円の増加となりました。 

 営業活動によって得られたキャッシュ・フローは、 百万円となりました。主な理由は、税金等調整前四半

期純利益 百万円、減価償却費 百万円、仕入債務の増加 百万円、売上債権の増加 百万円、棚卸資

産の増加 百万円などがあったことによるものです。 

 投資活動により使用したキャッシュ・フローは、 百万円となりました。主な理由は、有形固定資産の取得

による支出 百万円などによるものです。 

 財務活動により使用したキャッシュ・フローは、 百万円となりました。主な理由は、長期借入金の調達

円、短期借入金の返済1億40百万円と長期借入金の返済 百万円などによるものです。 

  

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

210億91

1億30

69 1億19

77

２．連結財政状態に関する定性的情報

234億39

174億20

60億19

1億19

26億44

21億87

64 9億15 26億54 8億25

7億33

6億49

6億74

3億15 6億

7億52



 連結・個別ともに、自動車機器事業において、当初想定以上に顧客需要が堅調に推移しており、売上高は前回発表

予想を上回る見込みです。利益面につきましては、売上回復に加えて、全社的な経費削減・改善活動の推進により営

業利益及び経常利益は前回発表予想を上回る見込みですが、当期純利益は税金費用の発生により前回発表を下回る見

込みです。 

（単位：百万円、％）

  

 該当事項はありません。  

  

 連結会社の個別財務諸表上の税金費用については、当年度の見積実効税率を用いて計算しております。  

 また、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会社については、前連結会計年度において使用した将来の業績予想やタックス・

プランニングを利用する方法によっております。  

  

 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

  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 

前 回 発 表 予 想 (Ａ) 28,400 250 150 100 
円 銭 

11.08 

今 回 修 正 予 想 (Ｂ) 29,680 506 333   43 4.82 

増 減 額 (Ｂ－Ａ)  1,280  256 183 △56 － 

増  減  率  (％)  4.5 102.7 122.4 △56.5 － 

（ご参考）前期実績 

(平成21年３月期) 
31,887 44 △170 △1,334 △147.87 

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 2,670,975 1,482,042

受取手形及び売掛金 5,890,279 5,142,080

商品及び製品 1,100,218 883,795

仕掛品 220,707 202,188

原材料及び貯蔵品 1,706,486 1,268,341

未収還付法人税等 － 40,389

その他 1,313,729 911,362

貸倒引当金 △15,868 △29,193

流動資産合計 12,886,529 9,901,004

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,725,686 2,949,679

機械装置及び運搬具（純額） 2,777,740 3,167,851

土地 2,113,275 2,113,467

建設仮勘定 673,455 166,635

その他（純額） 344,809 450,614

有形固定資産合計 8,634,967 8,848,248

無形固定資産 68,287 81,390

投資その他の資産   

投資有価証券 712,523 585,805

その他 1,140,048 1,187,251

貸倒引当金 △3,120 △3,120

投資その他の資産合計 1,849,451 1,769,936

固定資産合計 10,552,707 10,699,575

資産合計 23,439,236 20,600,580

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,413,549 4,257,533

短期借入金 2,180,905 2,321,991

1年内返済予定の長期借入金 1,148,768 1,059,174

未払金 2,473,664 1,740,314

未払法人税等 181,660 200

賞与引当金 265,445 232,559

役員賞与引当金 － 1,300

リース資産減損勘定 30,695 34,373

その他 601,656 302,184

流動負債合計 13,296,348 9,949,631



（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) 

固定負債   

長期借入金 2,813,298 3,041,255

退職給付引当金 814,264 805,728

役員退職慰労引当金 181,200 177,330

長期リース資産減損勘定 42,873 65,694

その他 272,097 315,543

固定負債合計 4,123,734 4,405,551

負債合計 17,420,082 14,355,182

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,190,000 2,190,000

資本剰余金 3,882,941 3,882,941

利益剰余金 688,967 808,545

自己株式 △58,595 △58,062

株主資本合計 6,703,313 6,823,424

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 106,113 38,079

為替換算調整勘定 △816,096 △629,103

評価・換算差額等合計 △709,982 △591,024

少数株主持分 25,823 12,998

純資産合計 6,019,154 6,245,397

負債純資産合計 23,439,236 20,600,580



（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 25,870,917 21,091,562

売上原価 21,786,804 17,611,963

売上総利益 4,084,113 3,479,599

販売費及び一般管理費 3,839,608 3,349,012

営業利益 244,505 130,586

営業外収益   

受取利息 11,424 3,530

受取配当金 14,116 11,451

補助金収入 － 32,124

その他 70,954 35,324

営業外収益合計 96,495 82,431

営業外費用   

支払利息 79,840 85,668

手形売却損 1,919 1,463

為替差損 192,954 16,658

休止固定資産減価償却費 － 28,540

その他 26,889 11,327

営業外費用合計 301,603 143,657

経常利益 39,396 69,359

特別利益   

前期損益修正益 9,458 －

固定資産売却益 7,814 8,201

過年度受取特許料 7,202 －

受取補償金 106,146 －

特別利益合計 130,621 8,201

特別損失   

前期損益修正損 18,321 －

固定資産売却損 － 5,845

固定資産除却損 27,870 6,145

投資有価証券評価損 3,005 －

子会社工場閉鎖費用 11,130 597

特別損失合計 60,327 12,588

税金等調整前四半期純利益 109,690 64,972

法人税、住民税及び事業税 △669 170,593

法人税等調整額 30,051 1,122

法人税等合計 29,382 171,715

少数株主利益 2,679 12,835

四半期純利益又は四半期純損失（△） 77,628 △119,577



（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 109,690 64,972

減価償却費 1,283,705 915,889

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,754 △13,479

退職給付引当金の増減額（△は減少） △32,291 8,536

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △27,790 3,870

受取利息及び受取配当金 △25,540 △14,982

支払利息 79,840 85,668

為替差損益（△は益） 27,284 20,281

有形固定資産除却損 27,870 6,145

有形固定資産売却損益（△は益） △7,814 △2,355

投資有価証券評価損益（△は益） 3,005 －

売上債権の増減額（△は増加） △512,563 △825,783

たな卸資産の増減額（△は増加） △28,644 △733,328

仕入債務の増減額（△は減少） 1,935,944 2,654,205

未払消費税等の増減額（△は減少） △34,419 14,892

賞与引当金の増減額（△は減少） △332,889 32,460

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △21,500 △1,300

その他 △140,521 △8,516

小計 2,305,121 2,207,176

利息及び配当金の受取額 25,540 14,892

利息の支払額 △82,865 △79,186

法人税等の還付額 30,302 47,905

法人税等の支払額 △73,089 △3,554

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,205,008 2,187,233

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 △36,537 △800

有形固定資産の取得による支出 △1,512,475 △674,345

有形固定資産の売却による収入 48,482 52,412

無形固定資産の取得による支出 △32,234 △17,136

投資有価証券の取得による支出 △14,823 △12,566

貸付けによる支出 △9,010 △1,000

貸付金の回収による収入 8,704 9,676

その他 △12,920 △5,993

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,560,814 △649,753

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） 526,662 △140,000

長期借入れによる収入 1,700,000 600,000

長期借入金の返済による支出 △768,481 △752,353

社債の償還による支出 △60,000 －

配当金の支払額 △117,359 －

その他 △11,557 △23,334

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,269,264 △315,687

現金及び現金同等物に係る換算差額 △59,202 △33,662

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,854,256 1,188,129

現金及び現金同等物の期首残高 782,207 1,456,247

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,636,464 2,644,376



 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） 

  

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） 

（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〕

  
自動車機器事業

（千円） 
電子機器事業

（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  17,547,225  8,323,691  25,870,917  －  25,870,917

(2）

 

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －

  計  17,547,225  8,323,691  25,870,917    － 25,870,917

営業費用  16,998,267  8,234,863  25,233,130  393,281  25,626,412

 営業利益  548,958  88,828  637,786 (393,281)  244,505

  
自動車機器事業

（千円） 
電子機器事業

（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  13,240,414  7,851,148  21,091,562  －  21,091,562

(2）

 

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －

  計  13,240,414  7,851,148  21,091,562    －  21,091,562

営業費用  13,151,063  7,410,719  20,561,783  399,192  20,960,975

 営業利益  89,350  440,428  529,779 (399,192)  130,586



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） 

  

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） 

  

 該当事項はありません。 

  

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（千円） 
北米

（千円） 
欧州

（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  18,013,488  5,547,226 2,011,281 298,921  25,870,917  －  25,870,917

(2）
セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 3,381,674  33,155 12,868 521,766  3,949,465 (3,949,465)  －

  計  21,395,162  5,580,382 2,024,149 820,688  29,820,382 (3,949,465) 25,870,917

営業費用  20,924,999  5,467,084  1,952,711  903,479  29,248,274 (3,621,862)  25,626,412

 営業利益又は営業損失（△）  470,163  113,298 71,438 △82,791  572,108 (327,603) 244,505

  
日本 

（千円） 
北米

（千円） 
欧州

（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  15,513,010  3,582,085 1,508,563 487,902  21,091,562  －  21,091,562

(2）
セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 3,169,214  30,117 166,896 343,835  3,710,064 (3,710,064)  －

  計  18,682,224  3,612,203 1,675,459 831,738  24,801,626 (3,710,064) 21,091,562

営業費用  17,828,628  3,741,726  1,634,591  1,035,545  24,240,491 (3,279,515)  20,960,975

営業利益又は営業損失（△）  853,596  △129,523 40,868 △203,806  561,134 (430,548) 130,586

〔海外売上高〕

  北米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 5,548,671  2,327,660  7,876,332

Ⅱ 連結売上高（千円） －  －   25,870,917

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  21.4  9.0  30.4

  北米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 3,584,961  2,035,269  5,620,230

Ⅱ 連結売上高（千円） －  －   21,091,562

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  17.0  9.6  26.6

（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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