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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 27,510 △27.7 △1,448 ― △1,814 ― △2,076 ―

21年3月期第3四半期 38,024 ― 533 ― 6 ― △3,381 ―

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 △25.28 ―

21年3月期第3四半期 △41.19 ―

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 63,842 14,393 20.2 157.02
21年3月期 64,128 15,675 21.9 171.49

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  12,898百万円 21年3月期  14,074百万円

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 37,000 △17.4 △1,300 ― △2,000 ― △2,600 ― △31.66
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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  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 

上記業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって予想数値と異なる
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 83,741,579株 21年3月期  83,741,579株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  1,600,778株 21年3月期  1,669,790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 82,113,388株 21年3月期第3四半期 82,101,332株
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当第３四半期連結累計期間における経済情勢は、昨年度後半からの世界的な金融危機、経済混乱から経

済活動が大きく停滞し、各国において、さまざまな経済対策がなされ一部で回復の兆しも見られるように

なったものの、日本や米国・欧州等の先進国では景気後退となり、中国等の新興国でも経済成長が鈍化し

ました。 

当グループが関連する自動車業界におきましては、在庫調整の一巡、エコカー減税等の効果により、国

内生産は徐々に持ち直しつつありますが、国内外での自動車減産の影響は大きく、連結売上高は275億10

百万円と前年同四半期比27.7％の減少となりました。 

損益面におきましては、部門横断活動による原価低減や人件費をはじめとした諸経費の圧縮等をおしす

すめ、収益改善を図ってまいりましたが、営業損失14億48百万円(前年同四半期は営業利益５億33百万

円)、経常損失18億14百万円(前年同四半期は経常利益６百万円)、四半期純損失20億76百万円(前年同四半

期は四半期純損失33億81百万円)となりました。 

なお、事業の種類別セグメントの業績を示すと次のとおりであります。 

  

自動車関連製品事業は、エコカー減税対象車等の一部の機種で生産の回復があったものの、依然受注

の回復は遅れており、売上高は246億90百万円と前年同四半期比26.6％の減少となりました。 

その結果、営業損失は15億23百万円（前年同四半期は営業利益２億83百万円）となりました。 

舶用関連製品事業は、景気後退の影響により、売上高は12億71百万円と前年同四半期比28.4％の減少

となりました。 

その結果、営業利益は１億15百万円と前年同四半期期比31.1％の減少となりました。 

その他の製品事業は、景気後退の影響に加え、製品の見直し等により、売上高は15億48百万円と前年

同四半期比40.3％の減少となりました。 

その結果、営業損失は41百万円（前年同四半期は営業利益82百万円）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、前連結会計年度末に比べ２億85百万円減少し、638

億42百万円となりました。これは積極的に在庫削減に取り組んだことによる「たな卸資産」の減少19億

79百万円、設備投資の減少に伴う「有形固定資産」の減少27億56百万円、流動資産「その他」の減少１

億98百万円及び投資その他の資産「その他」の減少１億74百万円に対し、株価上昇に伴う「投資有価証

券」の増加11億70百万円、「受取手形及び売掛金」の増加13億31百万円及び「現金及び預金」の増加23

億42百万円によるものであります。 

負債におきましては、前連結会計年度末に比べ９億96百万円増加し、494億49百万円となりました。

これは「有利子負債」の増加29億20百万円及び株価上昇に伴う「繰延税金負債」の増加４億36百万円に

対し、設備投資減少に伴う「設備関係支払手形」の減少13億55百万円及び流動負債「その他」の減少９

億15百万円によるものであります。 

純資産におきましては、前連結会計年度末に比べ12億81百万円減少し、143億93百万円となりまし

た。これは四半期純損失等による「利益剰余金」の減少20億81百万円に対し、「その他有価証券評価差

額金」の増加６億95百万円及び「為替換算調整勘定」の増加１億98百万円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

①自動車関連製品事業

②舶用関連製品事業

③その他の製品事業

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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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の残高は、前連結会計年度末に比べ23億42

百万円増加し、74億14百万円となりました。 

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

  

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動によるキャッシュ・フローは、21億87百万円の収入(前年同期は30億46百万円の収入)となり

ました。これは主に税金等調整前四半期純損失が20億57百万円となり、減価償却費が35億24百万円あっ

たこと、積極的な在庫削減によりたな卸資産が20億円減少したこと、売上債権が13億７百万円増加した

こと等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) 

投資活動によるキャッシュ・フローは、27億52百万円の支出（前年同四半期は35億88百万円の支出）

となりました。これは主に有形固定資産の取得の減少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) 

財務活動によるキャッシュ・フローは、28億26百万円の収入（前年同四半期は６億70百万円の収入）

となりました。これは主に短期借入金11億７百万円の増加、長期借入金44億41百万円の調達、34億61百

万円の返済及びセール・アンド・リースバック８億70百万円を実行したことによるものであります。 

  

業績予想に関しましては、平成21年11月10日に公表した予想から変更はありません。 

  
  

該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 

  

(キャッシュ・フローの状況)

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：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 7,441 5,098

受取手形及び売掛金 7,488 6,157

商品及び製品 3,746 4,963

仕掛品 1,658 1,981

原材料及び貯蔵品 1,403 1,843

繰延税金資産 109 87

その他 801 999

貸倒引当金 △145 △144

流動資産合計 22,504 20,987

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 9,688 10,158

機械装置及び運搬具（純額） 16,802 16,417

土地 5,549 5,554

建設仮勘定 1,013 3,565

その他（純額） 993 1,108

有形固定資産合計 34,047 36,804

無形固定資産 578 598

投資その他の資産   

投資有価証券 4,931 3,761

長期貸付金 15 17

繰延税金資産 432 452

その他 1,379 1,553

貸倒引当金 △47 △47

投資その他の資産合計 6,711 5,737

固定資産合計 41,338 43,140

資産合計 63,842 64,128

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,505 5,588

短期借入金 6,554 5,447

1年内返済予定の長期借入金 5,494 3,994

リース債務 277 141

未払法人税等 37 14

設備関係支払手形 309 1,664

その他 1,868 2,783

流動負債合計 20,048 19,634
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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) 

固定負債   

長期借入金 22,778 23,302

リース債務 2,384 1,684

繰延税金負債 1,325 889

退職給付引当金 2,575 2,670

その他 337 272

固定負債合計 29,401 28,818

負債合計 49,449 48,453

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,839 9,839

資本剰余金 5,875 5,875

利益剰余金 △1,582 498

自己株式 △353 △369

株主資本合計 13,778 15,844

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,101 405

繰延ヘッジ損益 0 5

為替換算調整勘定 △1,981 △2,180

評価・換算差額等合計 △879 △1,769

新株予約権 17 27

少数株主持分 1,477 1,572

純資産合計 14,393 15,675

負債純資産合計 63,842 64,128
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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 38,024 27,510

売上原価 30,724 23,789

売上総利益 7,299 3,721

販売費及び一般管理費 6,765 5,169

営業利益又は営業損失（△） 533 △1,448

営業外収益   

受取利息 33 3

受取配当金 133 48

為替差益 － 68

助成金収入 － 163

その他 119 139

営業外収益合計 286 422

営業外費用   

支払利息 464 545

為替差損 123 －

その他 226 242

営業外費用合計 814 787

経常利益又は経常損失（△） 6 △1,814

特別損失   

減損損失 1,252 －

投資有価証券評価損 453 －

退職給付費用 － 65

PCB処理費用 － 177

特別損失合計 1,706 243

税金等調整前四半期純損失（△） △1,699 △2,057

法人税、住民税及び事業税 297 36

法人税等調整額 1,288 △46

法人税等合計 1,586 △9

少数株主利益 95 27

四半期純損失（△） △3,381 △2,076
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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損失（△） △1,699 △2,057

減価償却費 3,746 3,524

減損損失 1,252 －

有形固定資産廃棄損 69 －

のれん償却額 12 －

株式報酬費用 27 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4 △3

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △324 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 45 △94

前払年金費用の増減額（△は増加） 66 －

受取利息及び受取配当金 △167 △51

支払利息 464 545

為替差損益（△は益） 123 △68

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 453 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,123 △1,307

たな卸資産の増減額（△は増加） △836 2,000

仕入債務の増減額（△は減少） △370 △108

未払又は未収消費税等の増減額 △76 －

その他 146 157

小計 4,054 2,536

利息及び配当金の受取額 167 51

利息の支払額 △466 △531

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △707 130

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,046 2,187

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 △3,528 △2,758

その他 △60 6

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,588 △2,752

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） 1,370 1,107

長期借入れによる収入 2,000 4,441

長期借入金の返済による支出 △1,878 △3,461

セール・アンド・リースバックによる収入 877 870

リース債務の返済による支出 △89 －

社債の償還による支出 △1,200 －

自己株式の取得による支出 △1 －

配当金の支払額 △407 △3

その他 － △127

財務活動によるキャッシュ・フロー 670 2,826

現金及び現金同等物に係る換算差額 △300 81

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △171 2,342

現金及び現金同等物の期首残高 4,033 5,071

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,862 7,414
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１．前第３四半期連結累計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローで区分掲記していた

「有形固定資産廃棄損」(当第３四半期連結累計期間61百万円)、「のれん償却額」(当第３四半期

連結累計期間11百万円)、「前払年金費用の増減額」(当第３四半期連結累計期間99百万円)、「未

払又は未収消費税等の増減額」(当第３四半期連結累計期間199百万円)は明瞭性の観点から表示科

目の見直しにより、第１四半期連結累計期間から「その他」に含めて表示することとしました。 

２．前第３四半期連結累計期間において、財務活動によるキャッシュ・フローで区分掲記していた

「リース債務の返済による支出」(当第３四半期連結累計期間△126百万円)、「自己株式の取得に

よる支出」(当第３四半期連結累計期間△０百万円)は、明瞭性の観点から表示科目の見直しによ

り、第１四半期連結累計期間から「その他」に含めて表示することとしました。 

  

該当事項はありません。 

  

【表示方法の変更】

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

(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）
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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） 

  

 
  

(注) 事業区分の方法 

事業区分は、販売先産業の種類により下記のとおり区分している。 

①自動車関連製品事業・・・自動車用機関部品、二輪車用機関部品 

②舶用関連製品事業 ・・・舶用機関部品 

③その他の製品事業 ・・・陸用機関部品、家電製品用部品、事務機器用部品、産業機械用部品他 

  

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

自動車関連
製品事業

(百万円)

舶用関連
製品事業

(百万円)

その他の
製品事業

(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 33,653 1,775 2,594 38,024 － 38,024

(2)セグメント間の内部売上高又
は振替高

－ － － － (－) －

計 33,653 1,775 2,594 38,024 (－) 38,024

営業利益 283 167 82 533 (－) 533

自動車関連
製品事業

(百万円)

舶用関連
製品事業

(百万円)

その他の
製品事業

(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 24,690 1,271 1,548 27,510 － 27,510

(2)セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － － － (－) －

計 24,690 1,271 1,548 27,510 (－) 27,510

営業利益又は営業損失(△) △1,523 115 △41 △1,448 (－) △1,448
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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） 

  

 
  

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

①アジア・・・・・タイ、インドネシア、中国他 

②ヨーロッパ・・・ドイツ 

③その他の地域・・北米 

  

【所在地別セグメント情報】

日本

(百万円)

アジア

(百万円)

ヨーロッパ

(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 29,430 3,731 3,169 1,692 38,024 － 38,024

(2)セグメント間の内部売上高
又は振替高

4,890 682 9 － 5,583 (5,583) －

計 34,321 4,413 3,179 1,692 43,607 (5,583) 38,024

営業利益又は営業損失(△) 423 341 60 △263 562 (28) 533

日本

(百万円)

アジア

(百万円)

ヨーロッパ

(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 21,487 2,726 2,021 1,275 27,510 － 27,510

(2)セグメント間の内部売上高
又は振替高

2,799 562 8 69 3,440 (3,440) －

計 24,287 3,288 2,029 1,344 30,950 (3,440) 27,510

営業利益又は営業損失(△) △1,140 30 △36 △316 △1,463 15 △1,448
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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） 

  

 
  

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

①アジア・・・・・タイ、インドネシア、シンガポール、中国他 

②ヨーロッパ・・・ドイツ他 

③北米・・・・・・アメリカ他 

④その他の地域・・南アフリカ、ヨルダン、メキシコ他 

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る。 

  

該当事項はありません。 

  

【海外売上高】

アジア ヨーロッパ 北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 6,843 2,945 1,110 3,798 14,698

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － － 38,024

Ⅲ 連結売上高に占める海外
売上高の割合（％）

18.0 7.8 2.9 10.0 38.7

アジア ヨーロッパ 北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 5,707 1,833 908 2,090 10,540

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － － 27,510

Ⅲ 連結売上高に占める海外
売上高の割合（％）

20.7 6.7 3.3 7.6 38.3

(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）
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