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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 27,652 △19.3 1,604 △32.1 2,085 △27.8 1,291 △28.8

21年3月期第3四半期 34,270 ― 2,364 ― 2,887 ― 1,814 ―

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 102.10 ―

21年3月期第3四半期 143.36 ―

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 50,895 43,111 84.2 3,390.76
21年3月期 47,645 41,661 86.8 3,266.05

（参考） 自己資本  22年3月期第3四半期  42,855百万円 21年3月期  41,344百万円

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 ― 12.50 ― 7.50 20.00
22年3月期 ― 7.50 ―

22年3月期 
（予想）

12.50 20.00

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 37,500 △7.8 2,300 174.3 2,900 139.5 1,770 253.8 140.04
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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  

(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 

 １．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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項について
は、３ページ【定性的情報・財務諸表】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

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 13,084,700株 21年3月期 13,084,700株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期 445,899株 21年3月期 425,809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 12,650,830株 21年3月期第3四半期 12,658,665株



 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業業績の一部に回復の兆しは見られますが、依然として個

人消費の回復の足取りは鈍く、デフレ懸念や雇用不安から景気回復にはまだ時間がかかるものと思われます。 

 当社グループの主要な取引先である自動車業界につきましては、前年度末からの在庫調整が進展し、また新興国

を中心とした需要の持ち直しが見られたことにより、国内生産は、11月には１年２ヶ月ぶりに前年同月を上回り、

生産水準の回復が見られるようになりました。 

 このような状況の下、当社グループの連結売上高は、前年同期比19.3%減の276億５千２百万円と大幅な減収とな

りました。 

 また、利益面では、減収の影響をコスト削減である程度打ち返し、連結営業利益は16億４百万円(前年同期比

32.1％減）、連結経常利益は20億８千５百万円(前年同期比27.8％減）、連結四半期純利益は12億９千１百万円(前

年同期比28.8％減)となりました。 

  

  

 当第３四半期の資産合計は、売上債権及び投資有価証券等の増加により32億５千万円増加し、508億９千５百万

円となりました。 

 負債合計は、仕入債務および未払税金等の増加により18億１百万円増加し、77億８千４百万円となりました。 

 純資産合計は、利益剰余金および為替換算調整勘定等の増加により14億４千９百万円増加し、431億１千１百万

円となりました。 

   

  

今後の見通しにつきましては、減税政策・中国向け販売の増加等により、暫くの間、自動車生産台数の回復が

見込まれます。また、利益面でも、グループ全社を挙げての合理化活動を推進し、損益分岐点引き下げを推進し

てきた中で、足元の増収効果が期待できることを踏まえて、平成21年11月５日に開示いたしました通期の業績予

想を上方修正いたします。 

通期の連結業績の予想に関しましては、売上高375億円、営業利益23億円、経常利益29億円、当期純利益17億７

千万円を見込んでおります。  

また、配当につきましては、当期期末配当金を未定としておりましたが、通期業績予想を、二度にわたって上

方修正した上で、達成することが見込まれることから、期末配当の予想を12円50銭にさせて頂きます。 

従いまして、中間配当７円50銭と合わせた年間配当金は、20円を予定しております。 

  

（連結 通期） 

     

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

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
一株当たり 

当期純利益 

前回発表予想（Ａ） 百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

(平成21年11月5日発表） 35,500 1,500 2,000 1,200 94 95

今回修正予想（Ｂ） 37,500 2,300 2,900 1,770 140 04

増減額（Ｂ－Ａ） 2,000 800 900 570 －

増減率（％） 5.6 53.3 45.0 47.5 －

前期実績(平成21年3月期） 40,677 838 1,210 500 39 52
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（個別 通期）  

  

   

 該当事項はありません。 

  

  

①簡便な会計処理 

 １．一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるため、前連結会計

年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 
  

 ２．固定資産の減価償却費の算定方法 

 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定する

方法によっております。 
  

 ３．繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 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と認められる場合には、前連結会計年度において使用した将来の業績

予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

  

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  

 １．税金費用の計算 

 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。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
一株当たり 

当期純利益 

前回発表予想（Ａ） 百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

(平成21年11月5日発表） 27,500 650 1,000 650 49 84

今回修正予想（Ｂ） 28,700 1,300 1,750 1,070 82 04

増減額（Ｂ－Ａ） 1,200 650 750 420      －

増減率（％） 4.4 100.0 75.0 64.6     －

前期実績(平成21年3月期） 29,708 △ 418 67 △ 355 △27 26

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 9,525 10,022

受取手形及び売掛金 10,386 6,319

有価証券 187 186

商品及び製品 1,902 2,153

仕掛品 941 896

原材料及び貯蔵品 823 876

その他 1,495 1,779

貸倒引当金 △50 △86

流動資産合計 25,210 22,147

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,418 4,208

機械装置及び運搬具（純額） 4,103 4,071

工具、器具及び備品（純額） 1,765 1,862

土地 4,683 4,676

リース資産（純額） 53 61

建設仮勘定 185 567

有形固定資産合計 15,210 15,447

無形固定資産 1,001 1,294

投資その他の資産   

投資有価証券 8,844 8,167

その他 629 595

貸倒引当金 △0 △7

投資その他の資産合計 9,473 8,755

固定資産合計 25,685 25,497

資産合計 50,895 47,645

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,238 1,039

短期借入金 264 266

未払法人税等 760 142

引当金 379 540

その他 2,171 2,092

流動負債合計 5,814 4,079

固定負債   

引当金 58 56

負ののれん 79 145

その他 1,831 1,701
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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) 

固定負債合計 1,969 1,903

負債合計 7,784 5,983

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,960 2,960

資本剰余金 2,696 2,696

利益剰余金 38,689 37,587

自己株式 △353 △322

株主資本合計 43,993 42,922

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 403 56

為替換算調整勘定 △1,541 △1,633

評価・換算差額等合計 △1,138 △1,577

少数株主持分 256 317

純資産合計 43,111 41,661

負債純資産合計 50,895 47,645
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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 34,270 27,652

売上原価 26,898 21,783

売上総利益 7,372 5,869

販売費及び一般管理費 5,007 4,264

営業利益 2,364 1,604

営業外収益   

受取利息 55 22

受取配当金 30 10

持分法による投資利益 604 311

その他 85 195

営業外収益合計 775 539

営業外費用   

支払利息 13 10

デリバティブ評価損 22 0

固定資産廃棄損 75 26

為替差損 121 －

その他 20 21

営業外費用合計 253 58

経常利益 2,887 2,085

特別損失   

たな卸資産評価損 334 －

投資有価証券評価損 58 －

投資有価証券売却損 9 －

関係会社株式売却損 － 24

工場移転損失引当金繰入額 － 72

特別損失合計 403 96

税金等調整前四半期純利益 2,484 1,989

法人税等 714 723

法人税等還付税額 △64 －

少数株主利益又は少数株主損失（△） 19 △25

四半期純利益 1,814 1,291
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

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 10,118 10,695

売上原価 8,149 7,827

売上総利益 1,969 2,867

販売費及び一般管理費 1,585 1,494

営業利益 383 1,372

営業外収益   

受取利息 15 6

受取配当金 10 3

持分法による投資利益 148 111

その他 31 31

営業外収益合計 206 153

営業外費用   

支払利息 4 3

デリバティブ評価損 2 18

固定資産廃棄損 11 3

為替差損 116 －

その他 4 12

営業外費用合計 139 38

経常利益 450 1,487

特別損失   

投資有価証券評価損 58 －

工場移転損失引当金繰入額 － 72

特別損失合計 58 72

税金等調整前四半期純利益 391 1,415

法人税等 28 541

少数株主利益 0 3

四半期純利益 362 870
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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 2,484 1,989

減価償却費 2,735 2,320

負ののれん償却額 △36 △28

持分法による投資損益（△は益） △604 △311

投資有価証券評価損益（△は益） 58 －

デリバティブ評価損益（△は益） 22 0

退職給付引当金の増減額（△は減少） 19 △17

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 0 0

賞与引当金の増減額（△は減少） △325 △227

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △20 △14

工場移転損失引当金の増減額（△は減少） － 72

貸倒引当金の増減額（△は減少） 9 △47

受取利息及び受取配当金 △86 △33

支払利息 13 10

投資有価証券売却損益（△は益） 9 －

関係会社株式売却損益（△は益） － 24

固定資産廃棄損 75 26

売上債権の増減額（△は増加） 1,686 △3,731

たな卸資産の増減額（△は増加） △66 380

仕入債務の増減額（△は減少） △920 840

その他 352 128

小計 5,408 1,381

利息及び配当金の受取額 130 63

利息の支払額 △14 △10

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △1,522 263

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,002 1,698

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 － △20

定期預金の払戻による収入 100 －

有価証券の売却による収入 300 －

有形固定資産の取得による支出 △2,703 △1,820

有形固定資産の売却による収入 23 76

無形固定資産の取得による支出 △32 △28

投資有価証券の取得による支出 △102 △2

投資有価証券の売却による収入 45 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

－ 31

その他 △45 15

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,414 △1,748
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（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) 

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 60 －

短期借入金の返済による支出 △67 －

少数株主からの払込みによる収入 59 －

長期借入金の返済による支出 － △264

配当金の支払額 △385 △192

少数株主への配当金の支払額 △25 △2

その他 △45 △31

財務活動によるキャッシュ・フロー △402 △491

現金及び現金同等物に係る換算差額 △339 24

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 845 △517

現金及び現金同等物の期首残高 6,659 10,209

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,505 9,692
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 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）  

 （注）１．事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分の主な製品は次のとおりであります。 

(1)自動車関連事業…精密ばね・工業用ファスナー・小型ユニット等 

(2)医療機器事業…ガイドワイヤー・カテーテル・ステント等 

(3)その他事業…混合水栓用バルブ等  

      ３．会計処理の方法の変更 

      前第３四半期連結累計期間 

          （棚卸資産の評価に関する会計基準）  

       第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第９号 平成18年７月５

日)を適用しております。 この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間

の営業利益は「自動車関連」で６百万円、「医療機器」で14百万円、「その他」で０百万円それぞれ増加し

ております。  

    ４．追加情報 

      前第３四半期連結累計期間 

     （有形固定資産の耐用年数の変更）   

       当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正を契機として資産の利用状況等を見直した結果、機械装置の

耐用年数を一部変更しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結

累計期間の営業利益は「自動車関連」で35百万円、「医療機器」で８百万円、「その他」で０百万円それぞ

れ減少しております。 

      ５．記載対象セグメントの変更 

      前第３四半期連結累計期間 

     「医療機器」の営業利益が、当第３四半期連結会計期間において営業利益の10％を超えたため、当第３四半期

連結会計期間より事業の種類別セグメント情報を記載しております。  

（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〕

  
自動車関連
（百万円） 

医療機器
（百万円） 

その他
（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  32,616  1,258  396  34,270  －  34,270

(2)セグメント間の内部売上高  51  －  －  51 (51)  －

計  32,668  1,258  396  34,322 (51)  34,270

営業利益（又は営業損失）  2,276  82  △2  2,356  8  2,364

  
自動車関連
（百万円） 

医療機器
（百万円） 

その他
（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  25,004  2,252  395  27,652  －  27,652

(2)セグメント間の内部売上高  64  －  －  64 (64)  －

計  25,069  2,252  395  27,717 (64)  27,652

営業利益（又は営業損失）  1,349  276  △22  1,604  －  1,604
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    ６．セグメント別資産の金額の著しい変動 

      当第３四半期連結累計期間 

       第１四半期連結会計期間においてソリュウション㈱を連結子会社化にしたことにより、「医療機器」にお

ける資産の金額が691百万円増加しております。  

  

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．国または地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

北米 …米国 

その他…中国・英国・タイ国等 

      ３．会計処理の方法の変更 

      前第３四半期連結累計期間 

     （棚卸資産の評価に関する会計基準）  

       第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第９号 平成18年７月５

日)を適用しております。 この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間

の営業利益は「日本」で21百万円増加しております。  

   ４．追加情報 

      前第３四半期連結累計期間  

     （有形固定資産の耐用年数の変更）   

       当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正を契機として資産の利用状況等を見直した結果、機械装置の

耐用年数を一部変更しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結

累計期間の営業利益は「日本」で44百万円減少しております。 

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（百万円） 
北米

（百万円） 
その他
（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  25,224  4,186  4,859  34,270  －  34,270

(2)セグメント間の内部売上高  2,049  24  132  2,207 (2,207)  －

計  27,274  4,211  4,992  36,477 (2,207)  34,270

営業利益（又は営業損失）  1,686  △70  585  2,201  162  2,364

  
日本 

（百万円） 
北米

（百万円） 
その他
（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  22,185  2,276  3,190  27,652  －  27,652

(2)セグメント間の内部売上高  1,143  1  62  1,207 (1,207)  －

計  23,329  2,277  3,253  28,860 (1,207)  27,652

営業利益（又は営業損失）  1,972  △278  △68  1,625 (20)  1,604
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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．国または地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

北米 …米国、カナダ、メキシコ 

欧州 …英国、ハンガリー、フランス等 

アジア…中国、韓国、タイ国等 

その他…モロッコ、南アフリカ、ブラジル等  

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

４．記載対象地域の変更 

  従来、「アジア」は「その他」に含めておりましたが、当第３四半期連結会計期間において、「アジア」

 における連結売上高の割合が10％を超えたため、新たに区分表示しております。なお、前第３四半期連結会

 計期間の「アジア」の売上高は958百万円、連結売上高に占める割合は9.5％、前第３四半期連結累計期間の

  「アジア」の売上高は2,888百万円、連結売上高に占める割合は8.4％であります。  

  

 該当事項はありません。 

  

  

〔海外売上高〕

  北米 欧州 その他 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  4,201  2,042  2,958  9,202

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  34,270

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 12.3  6.0  8.6  26.9

  北米 欧州 アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  2,275  803  2,627  21  5,727

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  －  27,652

Ⅲ 連結売上高に占める海外

売上高の割合（％） 
 8.2  2.9  9.5  0.1  20.7

（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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