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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 27,773 △23.8 909 272.2 661 224.3 440 ―

21年3月期第3四半期 36,452 ― 244 ― 204 ― △2,025 ―

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 46.15 ―

21年3月期第3四半期 △205.72 ―

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 33,258 16,170 47.0 1,636.55
21年3月期 30,735 15,638 49.0 1,575.18

（参考） 自己資本  22年3月期第3四半期  15,633百万円 21年3月期  15,047百万円

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  

（注）当社は定款においては第２四半期と期末を基準日と定めていますが、現時点では期末基準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 ― 18.00 ― 3.00 21.00
22年3月期 ― 3.00 ―

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  有  
通期の連結業績予想の詳細については、本日平成22年２月９日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

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 39,600 △11.2 1,200 ― 1,000 ― 420 ― 43.97
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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  
（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表】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） 

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表】４．その他をご覧ください。 

(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．平成22年度３月期の期末配当予想は、先行き不透明な昨今の情勢から、具体的な金額をお示しすることが難しく、現時点では未定であります。今後の
業績を勘案しながら決定する見込みであり、予想額の開示が可能となり次第、速やかに開示いたします。 
２．業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づいており、リスクや不確実性を含んでいます。従いまして、今後の当社グループの事業領域
を取り巻く経済情勢、市場の動向、為替の変動等により、実際の業績が現状の業績見通しと大きく異なる可能性があることをご承知おきください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 有

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 10,200,000株 21年3月期 10,200,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期 647,081株 21年3月期 647,031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 9,552,966株 21年3月期第3四半期 9,932,655株
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   当第３四半期は、国内外経済ともに、各国政府が打ち出した景気対策の効果もあり、緩やかながらも回復基調に

転じてきております。しかしながら、円高やデフレ進行などにより、企業業績は体力が回復するまでには至ってお

らず、設備投資の手控えや雇用・賃金の抑制が続き、この結果、個人消費も総じて弱い動きに終始いたしました。 

   このような情勢のもと、当社グループが属する自動車部品業界では、国内ではエコカー減税や新車購入補助金効果

等により、自動車メーカーの大幅減産が一段落したことや、海外では各国政府支援策等が功を奏し、依然厳しい事業

環境下ではあるものの、明るい兆候もでてまいりました。住宅設備業界では、事業環境は依然と厳しさが続く中で、

先行きの不透明感は払拭されておらず、本格回復とは言いがたい状況のまま推移いたしました。 

   第３四半期連結累計期間の売上高については、自動車部品事業では想定を上回る主要得意先への売上増、特に中国

での売上伸張が大きく貢献したことにより業績予想を上回ったものの、前第３四半期連結累計期間（364億52百万

円）に比べ23.8%減の277億73百万円となりました。 

   利益については、グループ全社での継続した労務費削減を含めた固定費の圧縮などを実施したことの他、セキュリ

ティ機器事業における大幅な製品点数の統廃合の実施による在庫削減などにより、営業利益は前第３四半期連結累計

期間（２億44百万円）に比べ272.2%増の９億９百万円、経常利益は前第３四半期連結累計期間（２億４百万円）に比

べ224.3％増の６億61百万円となり、四半期純利益が４億40百万円（前年同四半期は四半期純損失20億25百万円）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332億58百万円となり、前連結会計年度末比25億23百万円の増加と

なりました。有利子負債は前連結会計年度末比23百万円増加し、54億62百万円となりました。 

・流動資産は、現金及び預金が９億20百万円、受取手形及び売掛金が17億88百万円増加したこと等により20億60百

万円増加し、185億56百万円となりました。 

・固定資産は、有形固定資産が２億89百万円減少しましたが、無形固定資産が３億42百万円、投資その他の資産が

４億10百万円増加したことにより４億63百万円増加し、147億２百万円となりました。 

・流動負債は、賞与引当金が１億49百万円、製品保証引当金が81百万円減少しましたが、支払手形及び買掛金が24

億59百万円増加したこと等により16億53百万円増加し、107億71百万円となりました。 

・固定負債は、長期借入金が53百万円、その他が２億96百万円増加したこと等により３億37百万円増加し、63億16

百万円となりました。 

 また、純資産は５億32百万円増加し、161億70百万円となりました。その結果、自己資本比率は前連結会計年度末

の49.0％から2.0ポイント減少し47.0％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おける現金及び現金同等物の残高は47億12百万円となり、前連結会計年度末に比

べ９億20百万円増加しました。また、当第３四半期連結累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」

と「投資活動によるキャッシュ・フロー」との差額であるフリー・キャッシュ・フローは12億88百万円の収入とな

りました。 

 当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・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」は26億59百万円の収入となりました。主な増加要因は、減価償却費の計

上、棚卸資産の減少、仕入債務の増加等であり、主な減少要因は、売上債権の増加、支払利息の増加等です。 

 「投資活動によるキャッシュ・フロー」は13億70百万円の支出となりました。これは主として有形固定資産の取

得によるものです。 

 「財務活動によるキャッシュ・フロー」は３億93百万円の支出となりました。これは主として借入金の返済、配

当金の支払い等によるものです。  

  

 平成22年３月期の業績予想につきましては、平成21年11月10日に公表いたしました業績予想を修正いたしまし

た。具体的内容につきましては、本日平成22年２月９日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照くだ

さい。  

  

 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）



  

１．簡便な会計処理 

 固定資産の減価償却費の算出方法は、定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却

費の額を期間按分して算出する方法によっております。 

  

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

 ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実

効税率を使用する方法によっております。  

  

・会計処理基準に関する事項の変更  

１．その他有価証券の時価のあるものについて、従来は、保守主義を優先する観点から、その評価差額を部分純

資産直入法により処理していました。しかし、昨今の金融環境の変化を受け、市場価格等の変動による評価差

額のうち、実現損益等のみを損益計算書に計上することにより投資の成果を期間損益に適正に反映するため、

第１四半期連結会計期間から原則的な方法である全部純資産直入法に変更いたしました。 

  この変更により、当第３四半期連結累計期間では、変更前の方法によった場合に比べて、経常利益及び税金

等調整前四半期純利益が、それぞれ34百万円減少しております。   

  

（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：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 4,717 3,797

受取手形及び売掛金 8,646 6,858

商品及び製品 980 835

仕掛品 682 824

原材料及び貯蔵品 2,215 3,087

その他 1,361 1,171

貸倒引当金 △47 △77

流動資産合計 18,556 16,496

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,616 3,789

機械装置及び運搬具（純額） 3,441 4,009

土地 1,537 1,535

その他（純額） 3,175 2,727

有形固定資産合計 11,771 12,061

無形固定資産 603 261

投資その他の資産 2,327 1,916

固定資産合計 14,702 14,238

資産合計 33,258 30,735

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,778 4,319

短期借入金 1,837 1,867

未払法人税等 102 174

賞与引当金 112 262

役員賞与引当金 1 1

製品保証引当金 301 383

その他 1,636 2,108

流動負債合計 10,771 9,118

固定負債   

長期借入金 3,624 3,570

退職給付引当金 251 263

負ののれん 0 0

その他 2,439 2,143

固定負債合計 6,316 5,978

負債合計 17,087 15,096



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,760 2,760

資本剰余金 2,952 2,952

利益剰余金 11,106 10,723

自己株式 △578 △578

株主資本合計 16,241 15,857

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 449 157

為替換算調整勘定 △1,057 △967

評価・換算差額等合計 △607 △809

少数株主持分 537 590

純資産合計 16,170 15,638

負債純資産合計 33,258 30,735



（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 36,452 27,773

売上原価 32,130 23,741

売上総利益 4,322 4,032

販売費及び一般管理費 4,078 3,122

営業利益 244 909

営業外収益   

受取利息 22 11

受取配当金 32 19

不動産賃貸料 － 26

その他 155 61

営業外収益合計 210 119

営業外費用   

支払利息 129 138

為替差損 51 176

投資有価証券評価損 21 －

その他 48 51

営業外費用合計 250 366

経常利益 204 661

特別利益   

前期損益修正益 37 －

固定資産売却益 11 0

その他 2 0

特別利益合計 51 0

特別損失   

固定資産除売却損 11 3

投資有価証券評価損 626 7

その他 8 －

特別損失合計 646 11

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（△）

△390 651

法人税、住民税及び事業税 139 180

法人税等調整額 1,473 4

法人税等合計 1,612 185

少数株主利益 22 25

四半期純利益又は四半期純損失（△） △2,025 440



（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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△390 651

減価償却費 1,589 1,463

貸倒引当金の増減額（△は減少） 23 △30

受取利息及び受取配当金 △55 △31

支払利息 129 138

投資有価証券評価損益（△は益） 647 7

固定資産売却損益（△は益） △9 △0

固定資産除却損 10 3

賞与引当金の増減額（△は減少） △282 △149

製品保証引当金の増減額（△は減少） △17 △81

売上債権の増減額（△は増加） 1,357 △1,846

たな卸資産の増減額（△は増加） △395 838

仕入債務の増減額（△は減少） △1,736 2,508

長期未払金の増減額（△は減少） △155 △124

その他 430 △573

小計 1,144 2,773

利息及び配当金の受取額 56 31

利息の支払額 △139 △134

法人税等の支払額 △274 △11

営業活動によるキャッシュ・フロー 787 2,659

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 △1,651 △1,472

有形固定資産の売却による収入 487 123

無形固定資産の取得による支出 △55 △17

その他 303 △4

投資活動によるキャッシュ・フロー △915 △1,370

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 5,150 47

短期借入金の返済による支出 △3,800 △300

長期借入れによる収入 － 1,411

長期借入金の返済による支出 △764 △1,143

自己株式の取得による支出 △555 △0

配当金の支払額 △360 △57

その他 △49 △351

財務活動によるキャッシュ・フロー △378 △393

現金及び現金同等物に係る換算差額 △416 25

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △923 920

現金及び現金同等物の期首残高 5,678 3,792

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,755 4,712



 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） 

  

  

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） 

  

（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〕

  
自動車部品
事業 

（百万円） 

セキュリティ
機器事業 
（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  31,555  4,897  36,452  －  36,452

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 149  43  193 (193)  －

計  31,704  4,940  36,645 (193)  36,452

営業利益又は営業損失(△)  295  △91  204  39  244

  
自動車部品
事業 

（百万円） 

セキュリティ
機器事業 
（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  23,888  3,885  27,773  －  27,773

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 111  35  147 (147)  －

計  24,000  3,921  27,921 (147)  27,773

営業利益  642  232  875  33  909

〔所在地別セグメント情報〕

日本 
（百万円） 

北米
（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  22,100  6,992  7,358  36,452  －  36,452

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 3,048  9  1,074  4,132 (4,132)  －

計  25,149  7,002  8,433  40,585 (4,132)  36,452

営業利益又は営業損失(△)  △407  △193  829  228  15  244



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。 

  

日本 
（百万円） 

北米
（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  16,956  4,742  6,075  27,773  －  27,773

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 2,132  51  544  2,729 (2,729)  －

計  19,089  4,794  6,619  30,502 (2,729)  27,773

営業利益  11  28  712  752  156  909

〔海外売上高〕

北米 アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  6,993  7,787  91  14,872

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  36,452

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 19.2  21.4  0.2  40.8

北米 アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  4,742  6,419  14  11,176

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  27,773

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 17.1  23.1  0.0  40.2

（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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