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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 126,281 △26.1 2,183 ― 1,533 ― △3,682 ―

21年3月期第3四半期 170,809 ― △1,370 ― △1,010 ― △6,070 ―

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 △81.56 ―

21年3月期第3四半期 △134.20 ―

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 176,358 39,458 17.8 693.87
21年3月期 173,177 40,458 19.1 732.07

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  31,329百万円 21年3月期  33,053百万円

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
22年3月期 ― ― ―

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  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 175,600 △16.4 2,800 ― 1,700 ― △1,200 ― △26.58
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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） 

（注）詳細は４ページ【定性的情報・財務諸表等】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 

 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き当社が判断した見通しであり、実際の業績は様々な要因により、これら業績予想とは大きく
異なる結果となる可能性があります。業績予想の前提条件その他の関連する事項については、３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 有

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 45,581,809株 21年3月期  45,581,809株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  430,425株 21年3月期  430,874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 45,151,269株 21年3月期第3四半期 45,234,993株
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  当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、金融危機を発端とする世界経済の減速による景気の急速な悪化

に底打ち感がみられるもののデフレ基調に陥っており、企業収益減少や雇用情勢の悪化など、依然として厳しい状況

で推移してまいりました。また、海外におきましては、中国及び新興国市場の販売は好調ですが、インセンティブ効

果を期待した北米・ヨーロッパの景気は依然として深刻な状況にあり、当社グループを取り巻く事業環境は依然とし

て厳しい状況となりました。 

 このような状況のなか、当社グループの連結売上高は1,262億81百万円（前年同期比26.1%減少）、連結営業利益は

21億83百万円（前年同期は営業損失13億70百万円）、連結経常利益は15億33百万円（前年同期は経常損失10億10百万

円）、事業構造改革費用等の特別損失の計上と繰延税金資産の取崩しを行い、四半期純損失は36億82百万円（前年同

期は四半期純損失60億70百万円）となりました。 

事業の種類別セグメント情報は次のとおりです。 

①事業の種類別セグメントの業績 

 輸送用機器関連事業は、一昨年秋以降の世界同時不況の影響を受け、低調なスタートとなりましたが、日本でのエ

コカー減税による需要の増加と中国及びアジア地域で販売が好調でありました。しかし、北米及びヨーロッパの大幅

な減収が響き、売上高は1,206億46百万円（前年同期比27.1%減少）となり、営業利益は19億49百万円（前年同期は13

億92百万円の営業損失）となりました。 

 情報処理関連事業の売上高は前年同期に比べ若干増加し、59億43百万円（前年同期比1.9％増加）となり、営業損

失で２百万円（前年同期は営業損失１億83百万円）となりました。 

 その他事業は、売上高は37億89百万円（前年同期比27.6％減少）、営業利益は１億61百万円（前年同期比19.2％増

加）となりました。 

②所在地別セグメントの業績 

 日本の売上高は911億87百万円（前年同期比22.0%減少）、営業利益は１億53百万円（前年同期は営業損失38億27百

万円）となりました。 

 米州は、北米での大幅な販売減少の影響により、売上高は前年同期に比べ、157億91百万円減少の247億６百万円

（前年同期比39.0%減少）、営業損失５億10百万円（前年同期は営業損失18億66百万円）となりました。 

 アジアは、売上高は前年同期に比べ117億58百万円減少の354億75百万円（前年同期比24.9%減少）、営業利益は27

億77百万円（前年同期比28.2%減少）となりました。 

  ヨーロッパは、売上高は前年同期に比べ58億72百万円減少の47億38百万円（前年同期比55.3%減少）、営業損失は

２億78百万円（前年同期は営業利益５億23百万円）となりました。 

  

  当第３四半期末における資産の残高は、1,763億58百万円（前連結会計年度末1,731億77百万円）となり、31億80百

万円増加しました。流動資産は895億６百万円となり38億４百万円増加し、固定資産は、868億52百万円となり６億24

百万円減少しました。 

 流動資産の残高は、繰延税金資産が25億22百万円減少、たな卸資産が32億19百万円減少しましたが、現金及び預金

が38億26百万円増加、受取手形及び売掛金が64億83百万円増加したことが主な増加の要因です。固定資産の残高は、

有形固定資産が37億29百万円減少したことが主な減少の要因です。 

 当第３四半期末における負債の残高は、1,368億99百万円（前連結会計年度末1,327億19百万円）となり、41億80百

万円増加しました。流動負債は、852億69百万円となり12億33百万円減少し、固定負債は516億29百万円となり54億14

百万円増加しました。 

 流動負債の残高は、短期借入金が30億57百万円減少しましたが、未払金及び未払費用が29億円増加したことが主な

要因です。固定負債の残高は、長期借入金が46億17百万円増加したことが主な要因です。  

  当第３四半期末における純資産の残高は、394億58百万円（前連結会計年度末404億58百万円）となり、10億円減

少しました。これは利益剰余金の減少が主な要因です。 

  

  

  業績予想につきましては、平成21年５月13日公表いたしました通期の業績予想を修正いたしました。内容につきま

しては、本日（平成22年２月10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。 

 業績予想は現時点において入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後様々な要因により、予想数値

と異なる可能性があります。 

  

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

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
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  該当事項はありません。 

  

  

①たな卸資産の評価方法 

 当第３四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し前会計年度末に係る実地棚卸高

を基礎として合理的な方法により算定しております。 

②固定資産の減価償却の算定方法 

 減価償却の方法として定率法を採用している固定資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間

按分して算定しております。 

③法人税等並びに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、前連結会計年度末以降に経営環境等、且つ、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会社については、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り算定しております。また、前連結会計年度末以降に経営環境等、又は、

一時差異等の発生状況に著しい変化が認められた会社については、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・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。 

④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。 

  なお、「法人税等調整額」は、「法人税等」に含めて表示しております。 

  

  

①役員退職慰労引当金 

 当社は、役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく要支給額を計上しておりましたが、平成21年６

月26日開催の定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止し、制度廃止時の要支給額を打ち切り支

給することといたしました。  

 これに伴い、第１四半期連結会計期間において、役員退職慰労引当金を全額取崩し、打ち切り支給に伴う未払

額５億31百万円を固定負債の「その他」に含めて表示しております。 

②受注制作のソフトウエアに係る収益及び原価の計上基準の変更 

  受注制作のソフトウエアに係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、

「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四

半期連結会計期間以降に着手したソフトウエア開発案件から、当第３四半期連結会計期間末までの進捗部分につ

いて成果の確実性が認められる案件については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他

の案件については工事完成基準を適用しております。 

  なお、この変更に伴う損益に与える影響はありません。  

  

  

（連結損益計算書） 

①前第３四半期連結累計期間において、特別損失の「その他」に含めて表示しておりました「前期損益修正損」

は、特別損失総額の100分の20を超えたため、当第３四半期連結累計期間より区分掲記することとしました。 

 なお、前第３四半期連結累計期間の「その他」に含まれる「前期損益修正損」は、1億10百万円であります。 

②前第３四半期連結累計期間において、区分掲記しておりました「法人税、住民税及び事業税」及び「法人税等

調整額」は、当第３四半期連結累計期間では「法人税等」に一括掲記することとしました。  

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

（４）表示方法の変更
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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 24,520 20,693

受取手形及び売掛金 37,251 30,767

有価証券 1,159 1,460

商品及び製品 6,148 6,703

仕掛品 3,507 3,502

原材料及び貯蔵品 9,212 11,882

繰延税金資産 781 3,303

その他 7,312 7,698

貸倒引当金 △386 △310

流動資産合計 89,506 85,701

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 53,256 52,616

減価償却累計額 △35,260 △34,295

建物及び構築物（純額） 17,996 18,320

機械装置及び運搬具 96,963 95,791

減価償却累計額 △74,686 △71,752

機械装置及び運搬具（純額） 22,276 24,039

工具、器具及び備品 48,143 48,013

減価償却累計額 △44,792 △44,110

工具、器具及び備品（純額） 3,350 3,902

土地 5,828 5,704

リース資産 3,065 2,132

減価償却累計額 △1,440 △531

リース資産（純額） 1,624 1,600

建設仮勘定 1,881 3,119

有形固定資産合計 52,957 56,686

無形固定資産 3,262 2,430

投資その他の資産   

投資有価証券 19,694 16,096

長期貸付金 304 557

繰延税金資産 367 340

長期前払費用 8,860 9,755

その他 1,459 1,664

貸倒引当金 △54 △56

投資その他の資産合計 30,631 28,359

固定資産合計 86,852 87,476

資産合計 176,358 173,177
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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 14,360 15,040

短期借入金 46,747 49,805

1年内償還予定の社債 110 10

未払金及び未払費用 16,137 13,236

未払法人税等 948 518

賞与引当金 1,984 2,710

製品保証引当金 2,315 2,788

その他の引当金 4 530

その他 2,661 1,863

流動負債合計 85,269 86,503

固定負債   

社債 500 610

新株予約権付社債 6,731 6,731

長期借入金 36,468 31,850

繰延税金負債 6,033 4,906

引当金 689 1,195

負ののれん 7 132

その他 1,200 790

固定負債合計 51,629 46,215

負債合計 136,899 132,719

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,885 9,885

資本剰余金 15,718 15,718

利益剰余金 10,312 13,415

自己株式 △334 △338

株主資本合計 35,582 38,681

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,205 1,505

為替換算調整勘定 △7,458 △7,132

評価・換算差額等合計 △4,253 △5,627

少数株主持分 8,129 7,404

純資産合計 39,458 40,458

負債純資産合計 176,358 173,177
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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 170,809 126,281

売上原価 154,405 110,162

売上総利益 16,403 16,118

販売費及び一般管理費 17,774 13,935

営業利益又は営業損失（△） △1,370 2,183

営業外収益   

受取利息 178 112

受取配当金 366 241

有価証券売却益 14 1

負ののれん償却額 180 124

持分法による投資利益 644 383

その他 913 935

営業外収益合計 2,297 1,799

営業外費用   

支払利息 862 999

為替差損 545 818

その他 530 632

営業外費用合計 1,938 2,449

経常利益又は経常損失（△） △1,010 1,533

特別利益   

前期損益修正益 － 315

固定資産売却益 62 22

製品保証引当金戻入額 78 －

その他 81 101

特別利益合計 222 439

特別損失   

前期損益修正損 － 353

固定資産除却損 125 42

たな卸資産評価損 118 －

投資有価証券評価損 1,722 76

割増退職金 － 277

子会社清算損 203 －

その他 198 248

特別損失合計 2,368 997

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（△）

△3,157 974

法人税、住民税及び事業税 1,960 －

法人税等調整額 322 －

法人税等合計 2,283 3,992

少数株主利益 630 665

四半期純損失（△） △6,070 △3,682

- 7 -



（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（△）

△3,157 974

減価償却費 10,916 9,318

投資有価証券評価損益（△は益） 1,722 76

貸倒引当金の増減額（△は減少） △14 78

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,271 △725

受取利息及び受取配当金 △544 △354

支払利息 862 999

持分法による投資損益（△は益） △644 △383

有形固定資産売却損益（△は益） △16 △2

売上債権の増減額（△は増加） △669 △6,245

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,126 3,594

仕入債務の増減額（△は減少） △1,397 △992

その他 △881 3,266

小計 3,777 9,603

利息及び配当金の受取額 3,081 700

利息の支払額 △892 △898

法人税等の支払額 △1,655 △1,008

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,310 8,396

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の売却による収入 17 305

有形固定資産の取得による支出 △9,821 △5,357

有形固定資産の売却による収入 593 657

投資有価証券の取得による支出 △1,638 △1,029

投資有価証券の売却による収入 592 269

貸付けによる支出 △1,407 △89

貸付金の回収による収入 1,336 161

その他 △746 △1,503

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,073 △6,585

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） 10,183 2,176

長期借入れによる収入 10,481 6,841

長期借入金の返済による支出 △7,048 △6,216

社債の償還による支出 △3,569 －

配当金の支払額 △256 －

少数株主への配当金の支払額 △213 △82

その他 △413 △938

財務活動によるキャッシュ・フロー 9,162 1,780

現金及び現金同等物に係る換算差額 △365 △54

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,033 3,536

現金及び現金同等物の期首残高 12,834 20,327

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 617 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 15,484 23,863
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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．事業区分の方法 

 当社の事業区分の方法は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各事業の主な製品 

(1)輸送用機器関連事業……ワイパモータ、スタータモータ、ファンモータ 

(2)情報処理関連事業……システムインテグレーションサービス、情報処理サービス、ソフトウエア開発 

(3)その他事業……運輸・倉庫業、業務代行 

  

（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〕

  
輸送用機器 
関連事業 
（百万円） 

情報処理
関連事業 
（百万円） 

その他事業
（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 165,500 4,968 340 170,809  － 170,809

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高 
1 864 4,897 5,763  (5,763) －

計 165,502 5,833 5,237 176,573  (5,763) 170,809

営業利益（又は営業損失） (1,392) (183) 135 (1,441)  70 (1,370)

  
輸送用機器 
関連事業 
（百万円） 

情報処理
関連事業 
（百万円） 

その他事業
（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 120,645 5,397 238 126,281  － 126,281

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高 
0 545 3,551 4,097  (4,097) －

計 120,646 5,943 3,789 130,379  (4,097) 126,281

営業利益（又は営業損失） 1,949 (2) 161 2,108  75 2,183
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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、市場及び販売活動等の類似性の相違によって区分しております。 

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

米州……………米国、メキシコ、ブラジル 

アジア…………フィリピン、ベトナム、中国、インドネシア、インド 

 ヨーロッパ……イタリア、イギリス、フランス、ハンガリー 

  

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．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。 

米州……………米国、メキシコ、ブラジル等 

アジア…………インドネシア、タイ、台湾、中国、フィリピン、ベトナム、インド等 

ヨーロッパ……イタリア、フランス、イギリス、オーストリー等 

その他…………オーストラリア等 

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ります。 

  

 該当事項はありません。 

  

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（百万円） 
米州

（百万円） 
アジア

（百万円） 
ヨーロッパ
（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  89,968 40,154 30,384 10,301  170,809  － 170,809

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 26,876 343 16,849 309  44,380  (44,380) －

計  116,845 40,498 47,234 10,611  215,189  (44,380) 170,809

営業利益（又は営業損失）  (3,827) (1,866) 3,870 523  (1,299)  (70) (1,370)

  
日本 

（百万円） 
米州

（百万円） 
アジア

（百万円） 
ヨーロッパ
（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  69,517 24,668 27,511 4,583  126,281  － 126,281

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 21,669 37 7,964 155  29,827  (29,827) －

計  91,187 24,706 35,475 4,738  156,108  (29,827) 126,281

営業利益（又は営業損失）  153 (510) 2,777 (278)  2,141  42 2,183

〔海外売上高〕

  米州 アジア ヨーロッパ その他 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 40,344 35,805 9,813  15 85,980

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － －  － 170,809

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 23.6 21.0 5.7  0.0 50.3

  米州 アジア ヨーロッパ その他 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 24,738 31,036 4,474  121 60,371

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － －  － 126,281

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 19.6 24.6 3.5  0.1 47.8

（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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