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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 71,214 △28.6 967 △66.1 872 △55.4 46 ―

21年3月期第3四半期 99,769 ― 2,851 ― 1,955 ― △1,605 ―

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 1.24 ―

21年3月期第3四半期 △42.31 ―

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 69,334 16,205 19.8 361.87
21年3月期 66,503 15,218 19.8 347.56

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  13,760百万円 21年3月期  13,198百万円

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 ― 0.00 ― 4.50 4.50
22年3月期 ― 0.00 ―

22年3月期 
（予想）

4.50 4.50

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 100,000 △18.3 3,000 54.9 2,700 234.7 600 ― 15.78
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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  
 ただし、（株）ケーピーケィ（連結子会社）と（株）三国製作所（連結子会社）は平成21年4月に合併し、社名を群馬河西（株）（連結子会社）に変更いた
しました。 

(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 

上記予想には、現時点で入手可能な情報に基づく将来の予測が含まれております。今後の事業運営や為替の変動等内外の状況の変化により、実際の業
績が記載の予想値と大幅に異なる可能性があります。なお、上記予想に関する事項については、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。 

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 39,511,728株 21年3月期  39,511,728株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  1,485,048株 21年3月期  1,537,068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 38,011,183株 21年3月期第3四半期 37,960,325株
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【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 

当第３四半期連結累計期間における世界経済は、主要国による景気刺激策の効果により回復の兆しが見られ

るものの、先行き不安感が払拭できない厳しい状況が続いております。 

当社グループが属する自動車業界におきましては、海外では、中国を中心にアジアでの需要の好調さと拡大

傾向が続いている一方、欧米では穏やかな回復にとどまっています。また、国内では、政府による景気刺激策

に伴い国内販売の改善傾向が表れてきておりますが、景気の下支えとなる個人消費が本格的に回復するには至

らず依然として先行き不透明感が強い状況にあります。 

このような経営環境の中で、当社グループの当第３四半期連結累計期間の連結売上高は、712億14百万円と

前年同期に比べ285億55百万円（△28.6％）の減収となりました。 

利益面につきましては、当社グループを挙げて、収益改善施策を継続的かつ強力に実行しております。第３

四半期期間（10月～12月）での対前年同期比では収益が回復しましたが第1・2四半期の影響により、第３四半

期累計（4月～12月）では、営業利益は９億67百万円と前年同期に比べ18億84百万円（△66.1％)の減益、経常

利益は８億72百万円と前年同期に比べ10億82百万円（△55.4％）の減益、四半期純利益は46百万円（前年同期

は16億５百万円の四半期純損失）となりました。 

 

所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。 

(1) 日本 

政府の景気刺激策の効果により国内自動車販売台数に回復がみられるものの、前年同期の水準までに

は至らず、売上高は387億48百万円と前年同期に比べ85億47百万円(△18.1％)の減収となりましたが、

生産性向上及びコスト節減等の合理化活動の結果、営業利益は38百万円（前年同期は16億94百万円の営

業損失）となりました。 

(2) 北米 

米国市場での景気回復の遅れによる減産の影響から、売上高は228億29百万円と前年同期に比べ122億

62百万円(△34.9％)の減収となりました。その結果、87百万円の営業損失(前年同期は24億19百万円の

営業利益)となりました。 

(3) 欧州 

欧州市場での景気回復の遅れによる減産の影響から、売上高は49億43百万円と前年同期に比べ80億98

百万円(△62.1％)の減収となり、営業利益は１億88百万円と前年同期に比べ10億61百万円(△84.9％)の

大幅減益となりました。 

(4) アジア 

依然好調な景気が続く中国市場での堅調な販売により、売上高は46億92百万円と前年同期に比べ３億

52百万円(＋8.1％)の増収となり、営業利益は11億２百万円と前年同期に比べ57百万円(＋5.5％)の増益

となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

当第３四半期末における総資産は693億34百万円と前連結会計年度末に比べ28億30百万円の増加（＋

4.3％）となりました。これは主に、売上増加に伴う受取手形及び売掛金が42億15百万円増加し、有形固定

資産が19億98百万円減少したこと等によるものであります。 

（負債） 

当第３四半期末における負債は531億28百万円となり、前連結会計年度末に比べ18億43百万円の増加（＋

3.6％）となりました。これは主に、生産の増加に伴い支払手形及び買掛金が20億61百万円増加したことに

よるものであります。 

（純資産） 

当第３四半期末における純資産は162億５百万円となり、前連結会計年度末に比べ９億86百万円の増加
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（＋6.5％）となりました。これは主に、その他有価証券評価差額金の増加等により、評価・換算差額等が

６億73百万円増加し、少数株主持分が４億24百万円増加したこと等によるものであります。 

 

 

（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当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローで

は、売掛債権が増加したことや仕入債務が減少したこと等から、前第３四半期連結累計期間に比べ11億41

百万円少ない51億40百万円の資金を獲得いたしました。投資活動によるキャッシュ・フローでは、有形固

定資産の取得による支出が減少したこと等により、前第３四半期連結累計期間に比べ49億95百万円少ない

19億88百万円の資金を使用いたしました。財務活動によるキャッシュ・フローでは、借入金が減少したこ

と等により、前第３四半期連結累計期間に比べ38億24百万円多い32億60百万円の資金を使用いたしました。

これらの活動の結果、当第３四半期末における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に

比べ１億39百万円減少し13億66百万円となりました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

当グループでは現在の厳しい経営環境を克服し、企業体質の改革を図るべく、収益改善活動を推進中で

あり、その成果は着実に表れてきております。一方、市場環境の先行きは依然として不透明な状況が続い

ております。これらの状況と最近の業績動向を踏まえ、本日開示の「業績予想および配当予想の修正に関

するお知らせ」に記載のとおり、平成21年10月13日に公表いたしました連結業績予想について、下記のと

おり修正しております。 

 

連結売上高     1,000億円   (前連結会計年度比△18.3％) 

連結営業利益     30億円   (前連結会計年度比  54.9％) 

連結経常利益     27億円   (前連結会計年度比 234.7％) 

連結当期純利益    ６億円   (前連結会計年度比    －％) 

 

なお、通期の平均為替レートは、１米ドル＝92円、１英ポンド＝140円を前提としております。 

 

※上記の業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、今後の経済情勢、事業運営

や為替変動等の内外の状況変化により、実際の業績は記載の予想数値と異なる可能性があります。 

 

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） 

㈱ケーピーケィ（連結子会社）と㈱三国製作所（連結子会社）は平成21年４月に合併し、社名を群馬河西

㈱（連結子会社）に変更いたしました。 

(2) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

(3) 連結子会社の四半期連結決算日の変更 

該当事項はありません。 

(4) 四半期財務諸表諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

該当事項はありません。 
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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  1,366  1,505 

  受取手形及び売掛金  15,398  11,183 

  製品  382  426 

  仕掛品  2,787  3,309 

  原材料及び貯蔵品  2,005  2,135 

  その他  3,614  2,566 

  貸倒引当金  △10  △53 

  流動資産合計  25,543  21,072 

 固定資産     

  有形固定資産     

   建物及び構築物  26,622  26,290 

    減価償却累計額  △13,012  △12,259 

    建物及び構築物（純額）  13,610  14,030 

   機械装置及び運搬具  37,934  37,018 

    減価償却累計額  △27,612  △25,464 

    機械装置及び運搬具（純額）  10,322  11,554 

   工具、器具及び備品  20,872  18,718 

    減価償却累計額  △16,036  △13,597 

    工具、器具及び備品（純額）  4,835  5,121 

   土地  5,672  5,635 

   建設仮勘定  2,419  2,517 

   有形固定資産合計  36,860  38,858 

  無形固定資産  2,127  2,536 

  投資その他の資産     

   投資有価証券  3,785  2,921 

   その他  1,024  1,122 

   貸倒引当金  △8  △7 

   投資その他の資産合計  4,802  4,036 

  固定資産合計  43,790  45,431 

 資産合計  69,334  66,503 
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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) 

（負債の部）     

 流動負債     

  支払手形及び買掛金  11,597  9,536 

  短期借入金  15,712  16,974 

  未払法人税等  508  349 

  賞与引当金  288  557 

  その他  7,648  7,256 

  流動負債合計  35,755  34,675 

 固定負債     

  長期借入金  12,529  11,933 

  退職給付引当金  2,135  2,167 

  その他  2,707  2,509 

  固定負債合計  17,373  16,610 

 負債合計  53,128  51,285 

（純資産の部）     

 株主資本     

  資本金  5,821  5,821 

  資本剰余金  5,156  5,156 

  利益剰余金  7,583  7,707 

  自己株式  △481  △492 

  株主資本合計  18,080  18,192 

 評価・換算差額等     

  その他有価証券評価差額金  920  320 

  為替換算調整勘定  △5,239  △5,314 

  評価・換算差額等合計  △4,319  △4,993 

 少数株主持分  2,444  2,019 

 純資産合計  16,205  15,218 

負債純資産合計  69,334  66,503 
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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  99,769  71,214 

売上原価  87,919  63,484 

売上総利益  11,849  7,729 

販売費及び一般管理費  8,998  6,762 

営業利益  2,851  967 

営業外収益     

 受取利息  35  27 

 受取配当金  59  40 

 その他  157  259 

 営業外収益合計  252  327 

営業外費用     

 支払利息  367  388 

 為替差損  719  － 

 その他  62  34 

 営業外費用合計  1,149  422 

経常利益  1,955  872 

特別利益     

 前期損益修正益  22  － 

 固定資産売却益  18  2 

 投資有価証券売却益  －  513 

 受取補償金  47  － 

 その他  13  30 

 特別利益合計  101  546 

特別損失     

 固定資産除却損  42  16 

 減損損失  11  － 

 投資有価証券評価損  845  46 

 事業構造改善費用  －  316 

 その他  13  0 

 特別損失合計  913  380 

税金等調整前四半期純利益  1,143  1,039 

法人税、住民税及び事業税  1,475  704 

過年度法人税等  －  △302 

法人税等調整額  826  286 

法人税等合計  2,302  687 

少数株主利益  446  305 

四半期純利益又は四半期純損失（△）  △1,605  46 
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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  1,143  1,039 

 減価償却費  5,006  5,984 

 減損損失  11  － 

 引当金の増減額(△は減少)  △385  △363 

 受取利息及び受取配当金  △94  △67 

 支払利息  367  388 

 有形固定資産売却損益(△は益)  △17  △1 

 有形固定資産除却損  42  16 

 投資有価証券売却損益(△は益)  －  △513 

 受取補償金  △47  － 

 売上債権の増減額(△は増加)  3,336  △4,159 

 たな卸資産の増減額(△は増加)  200  721 

 仕入債務の増減額(△は減少)  △4,586  1,784 

 その他  3,125  1,285 

 小計  8,101  6,113 

 利息及び配当金の受取額  94  75 

 利息の支払額  △372  △404 

 法人税等の支払額  △1,588  △644 

 補償金の受取額  47  － 

 営業活動によるキャッシュ・フロー  6,282  5,140 

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  △8,128  △3,546 

 有形固定資産の売却による収入  2,364  1,526 

 その他  △1,219  31 

 投資活動によるキャッシュ・フロー  △6,983  △1,988 

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)  3,239  △5,035 

 長期借入れによる収入  －  6,143 

 長期借入金の返済による支出  △1,360  △2,074 

 配当金の支払額  △341  △171 

 少数株主への配当金の支払額  △305  △287 

 その他  △667  △1,834 

 財務活動によるキャッシュ・フロー  564  △3,260 

現金及び現金同等物に係る換算差額  △158  △30 

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)  △296  △139 

現金及び現金同等物の期首残高  1,893  1,505 

現金及び現金同等物の四半期末残高  1,596  1,366 
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

 

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。 

 

 

(5) セグメント情報 

【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）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）における全セグメントの売上高の

合計及び営業損益の絶対値に占める「自動車内装部品事業」の割合が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おります。 

 

 

【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） 

 

    
日本 

(百万円) 

北米 

(百万円) 

欧州 

(百万円) 

アジア 

(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 47,295 35,092 13,041 4,339 99,769 － 99,769 

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 

2,166 － － 330 2,496 （2,496） － 

計 49,461 35,092 13,041 4,669 102,265 （2,496） 99,769 

営業利益又は営業損失(△) △1,694 2,419 1,249 1,044 3,019 （167） 2,851 

 

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） 

 
日本 

(百万円) 

北米 

(百万円) 

欧州 

(百万円) 

アジア 

(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 38,748 22,829 4,943 4,692 71,214 － 71,214 

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 

2,478 － － 169 2,648 （2,648） － 

計 41,227 22,829 4,943 4,862 73,863 （2,648） 71,214 

営業利益又は営業損失(△) 38 △87 188 1,102 1,241 （273） 967 

(注) 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(1) 国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。 

(2)「北米」の区分に属する主な国又は地域は、米国であります。 

(3)「欧州」の区分に属する主な国又は地域は、英国であります。 

(4)「アジア」の区分に属する主な国又は地域は、中国であります。 
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【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） 

 北米 欧州 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 35,092 13,070 4,451 52,615 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － 99,769 

Ⅲ 連結売上高に占める海外
売上高の割合（％） 

35.2 13.1 4.4 52.7 

 

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） 

 北米 欧州 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 22,829 4,954 4,969 32,753 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － 71,214 

Ⅲ 連結売上高に占める海外
売上高の割合（％） 

32.1 7.0 7.0 46.0 

(注) １ 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。 

２ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(1) 国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。 

(2) 「北米」の区分に属する主な国又は地域は、米国であります。 

(3) 「欧州」の区分に属する主な国又は地域は、英国であります。 

(4) 「その他の地域」の区分に属する主な国又は地域は、中国であります。 

 

 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 

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。 
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