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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 6,979 △44.6 △264 ― △453 ― △484 ―

21年3月期第3四半期 12,597 △17.8 △66 ― △239 ― △265 ―

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 △31.55 ―

21年3月期第3四半期 △17.28 ―

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 10,774 749 7.0 48.86
21年3月期 10,711 1,229 11.5 80.16

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  749百万円 21年3月期  1,229百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ― 0.00 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 0.00

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  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 10,200 △29.4 △90 ― △345 ― △440 ― △28.67
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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  
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） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

１．通期の業績予想につきましては、平成21年５月15日に公表いたしました数値から変更しておりません。 
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。 

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 15,385,000株 21年3月期  15,385,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  42,034株 21年3月期  41,084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 15,343,356株 21年3月期第3四半期 15,344,861株
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 当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、昨年来のリーマンショックによる危機的な生産水準から脱して

きており、グローバルな視点においても中国をはじめ新興国を中心に世界経済全体が２００８年度後半の急激な落ち

込みから復調し、拡大に向けた軌道に戻りつつあります。 

 またわが国の自動車業界を見ると、好調であった２００７年度の生産台数と比較すれば未だ回復途上にあるもの

の、国内の自動車販売台数が２００９年９月から前年同月の水準を上回り、政府の補助金政策も後押しして、ようや

く少し明るい兆しが見えてきております。 

 そうした中で自動車部品中心の当社は、年度当初に計画した目標に沿って売上高が増加してきており、コスト面で

は全社一丸となった「総コスト半減運動」あるいは業務改革委員会への地道な取り組みもあり、当第３四半期連結会

計期間（10月～12月）は昨年初から迅速に進めたリストラ対策の効果があらわれて、利益面では黒字を確保すること

ができました。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高が6,979百万円（前年比44.6%減少）となりましたが、損

益面は第２四半期累計期間に比べて改善し、営業損失264百万円、経常損失453百万円、四半期純損失484百万円とな

りました。 

  

  

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は10,774百万円となり、前年度末に比べ63百万円増加いたしました。流動資

産は3,538百万円となり、465百万円増加いたしました。主な要因は現金及び預金の減少（31百万円）、受取手形及び

売掛金の増加（599百万円）等です。固定資産は7,236百万円となり402百万円減少いたしました。主な要因は、有形

固定資産の減少であり、新規取得よりも減価償却費が上回り423百万円の減少となりました。 当第３四半期連結会

計期間末の負債合計は10,025百万円となり、前年度末に比べ543百万円増加いたしました。流動負債は4,073百万円と

なり、570百万円増加いたしました。主な要因は、支払手形及び買掛金の増加（491百万円）等です。固定負債は

5,952百万円となり、26百万円減少いたしました。主な要因は、長期借入金の減少（86百万円）、退職給付引当金の

増加（68百万円）等です。   

  

  

 当連結会計年度については、売上高が現状から大きく回復しないという見通しに基づき、厳しいコスト改善に取り

組み、縮小均衡させる生産体制を整備しつつあります。一方、現在の不透明な景況感のもとでは、内外の市況の要因

がどのように当社グループの業績に影響を与えるか見極めができない面もあり、通期の見通しについて現時点では平

成21年５月15日に公表した平成22年３月期の業績予想に変更はありません。 

  

  

該当事項はありません。  

  

①  簡便な会計処理 

 固定資産の減価償却の算定方法は、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。 

 棚卸資産の評価方法は、実地棚卸を省略し前事業年度に係る実地棚卸高を基礎とした合理的な方法により算

定しております。 

 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おります。  

 原価差異の配賦について、原価差異を棚卸資産と売上原価への配賦を簡便的な方法により計算しています。 

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 法人税等の計上基準については、一部簡便な方法を採用しております。 

  

  

該当事項はありません。  

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

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
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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：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 669,690 701,618

受取手形及び売掛金 2,147,859 1,548,249

商品及び製品 164,525 170,002

仕掛品 116,018 171,026

原材料及び貯蔵品 258,232 296,367

その他 182,441 185,539

流動資産合計 3,538,768 3,072,804

固定資産   

有形固定資産   

建物 5,805,168 5,801,338

減価償却累計額 △3,921,120 △3,808,623

建物（純額） 1,884,048 1,992,715

工具、器具及び備品 19,744,741 20,375,484

減価償却累計額 △18,217,787 △18,627,857

工具、器具及び備品（純額） 1,526,953 1,747,626

土地 2,006,167 2,006,334

その他 6,026,092 6,007,106

減価償却累計額 △4,704,643 △4,591,856

その他（純額） 1,321,449 1,415,250

有形固定資産合計 6,738,618 7,161,926

無形固定資産 19,042 20,612

投資その他の資産 478,367 456,199

固定資産合計 7,236,028 7,638,738

資産合計 10,774,796 10,711,543

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,672,943 1,181,159

短期借入金 1,448,840 1,458,377

未払法人税等 24,402 17,268

賞与引当金 12,788 28,766

その他 914,093 817,486

流動負債合計 4,073,067 3,503,057

固定負債   

社債 70,000 80,000

長期借入金 4,909,794 4,995,852

退職給付引当金 667,329 598,388

その他 304,889 304,265

固定負債合計 5,952,014 5,978,506

負債合計 10,025,081 9,481,564
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（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,298,010 2,298,010

資本剰余金 2,323,426 2,323,426

利益剰余金 △3,806,141 △3,322,120

自己株式 △8,809 △8,729

株主資本合計 806,485 1,290,586

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 67,057 39,949

為替換算調整勘定 △123,827 △100,557

評価・換算差額等合計 △56,770 △60,608

純資産合計 749,714 1,229,978

負債純資産合計 10,774,796 10,711,543
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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：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 12,597,006 6,979,721

売上原価 11,286,498 6,361,326

売上総利益 1,310,508 618,395

販売費及び一般管理費 1,377,105 882,453

営業損失（△） △66,597 △264,058

営業外収益   

受取利息 8,604 4,642

受取配当金 8,872 6,226

金型精算差益 7,012 1,555

為替差益 8,400 －

その他 21,550 25,603

営業外収益合計 54,440 38,027

営業外費用   

支払利息 209,020 195,235

為替差損 － 15,073

その他 18,793 16,688

営業外費用合計 227,813 226,997

経常損失（△） △239,969 △453,028

特別利益   

固定資産売却益 6,837 788

投資有価証券売却益 6,216 －

その他 － 462

特別利益合計 13,053 1,250

特別損失   

固定資産売却損 3,101 1,210

固定資産除却損 16,346 6,488

その他 1,463 －

特別損失合計 20,911 7,698

税金等調整前四半期純損失（△） △247,827 △459,476

法人税、住民税及び事業税 16,160 19,968

法人税等調整額 1,111 4,577

法人税等合計 17,272 24,545

四半期純損失（△） △265,100 △484,021
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 3,598,896 2,730,464

売上原価 3,280,951 2,327,010

売上総利益 317,945 403,454

販売費及び一般管理費 403,314 318,209

営業利益又は営業損失（△） △85,368 85,244

営業外収益   

受取利息 4,751 2,043

受取配当金 2,640 1,517

金型精算差益 592 76

為替差益 － 4,650

その他 8,824 6,298

営業外収益合計 16,809 14,586

営業外費用   

支払利息 67,484 62,365

その他 6,644 5,221

営業外費用合計 74,129 67,587

経常利益又は経常損失（△） △142,688 32,244

特別利益   

固定資産売却益 57 50

投資有価証券売却益 6,216 －

特別利益合計 6,273 50

特別損失   

固定資産売却損 3,101 1,210

固定資産除却損 807 －

その他 132 －

特別損失合計 4,040 1,210

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（△）

△140,455 31,083

法人税、住民税及び事業税 3,967 9,080

法人税等調整額 524 2,669

法人税等合計 4,491 11,749

四半期純利益又は四半期純損失（△） △144,947 19,334
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 該当事項はありません。 

  

自動車関連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３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 

  

当第３四半期連結会計期間（自 平成21年10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） 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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） 
米国

（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  3,047,214  551,682  3,598,896 ―  3,598,896

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
― ― ―  ― ― 

計  3,047,214  551,682  3,598,896 ―  3,598,896

営業費用  3,160,385  523,880  3,684,265 ―  3,684,265

営業損益（△）  △113,171  27,802  △85,368 ―  △85,368

  
日本 

（千円） 
米国

（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  2,389,583  340,880  2,730,464 ―  2,730,464

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
― ― ―  ― ― 

計  2,389,583  340,880  2,730,464 ―  2,730,464

営業費用  2,332,518  312,701  2,645,219 ―  2,645,219

営業損益（△）  57,065  28,179  85,244 ―  85,244

  
日本 

（千円） 
米国

（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  10,953,537  1,643,469  12,597,006 ―  12,597,006

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
― ― ―  ― ― 

計  10,953,537  1,643,469  12,597,006 ―  12,597,006

営業費用  11,003,871  1,659,732 12,663,603 ―  12,663,603

営業損益（△）  △50,334  △16,263  △66,597 ―  △66,597

  
日本 

（千円） 
米国

（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  5,975,122  1,004,598  6,979,721 ―  6,979,721

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
― ― ―  ― ― 

計  5,975,122  1,004,598  6,979,721 ―  6,979,721

営業費用  6,150,691  1,093,088  7,243,779 ―  7,243,779

営業損益（△）  △175,568  △88,489  △264,058 ―  △264,058
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前第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 

  

当第３四半期連結会計期間（自 平成21年10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。 

  

〔海外売上高〕

  米国 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  551,682  551,682

Ⅱ 連結売上高（千円） ―  3,598,896

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 15.3  15.3

  米国 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  340,880  340,880

Ⅱ 連結売上高（千円） ―  2,730,464

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 12.5  12.5

  米国 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,643,469  1,643,469

Ⅱ 連結売上高（千円） ―  12,597,006

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 13.0  13.0

  米国 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,004,598  1,004,598

Ⅱ 連結売上高（千円） ―  6,979,721

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 14.4  14.4

（５）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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