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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 32,967 △21.8 1,809 44.8 2,276 26.6 2,722 320.7
21年3月期第3四半期 42,163 ― 1,249 ― 1,797 ― 647 ―

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 139.14 139.03
21年3月期第3四半期 33.17 33.10

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 61,402 35,482 57.6 1,807.63
21年3月期 56,866 32,734 57.2 1,663.29

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  35,376百万円 21年3月期  32,511百万円

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 ― 9.00 ― 6.00 15.00
22年3月期 ― 7.00 ―

22年3月期 
（予想）

8.00 15.00

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 46,400 △7.5 3,100 ― 3,700 ― 4,000 ― 204.39

－1－



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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。 

(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） 

(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 

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、現時点で入手可能な情報に基づき、当社が判断したものであり、潜在的なリスクや不確実
性が含まれています。この影響のため、実際の業績が記載の見通しとは異なる可能性があります。なお、業績予想の前提となる条件等につきましては、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覧下さい。 

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 19,995,387株 21年3月期  19,995,387株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  424,691株 21年3月期  449,067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 19,565,710株 21年3月期第3四半期 19,504,744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、一部の産業分野において輸出や生産に持ち直しの兆

しが見られるものの、為替の円高での推移および原油価格の再上昇、設備投資の減少や雇用情勢の悪化な

ど、依然として厳しい状況が続いております。 

自動車業界におきましては、政府による減税措置や補助金制度により、自動車の生産・販売の増加とい

った動きが見え始めましたが、前年同期比では依然としてマイナスの状況が続いております。 

この結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は329億67百万円（前年同期比21.8％減）となり

ました。利益につきましては、コスト削減など総原価低減活動を推し進めました結果、営業利益は18億９

百万円（前年同期比44.8％増）、経常利益は22億76百万円（前年同期比26.6％増）となり、四半期純利益

につきましては、当期の業績見通し等を踏まえ、法人税等調整額を計上したことにより27億22百万円（前

年同期比320.7％増）となりました。 
  

世界的な自動車生産台数の減少が大きく影響し、売上高は304億38百万円（前年同期比21.7％減）と

なりました。営業利益につきましては、総原価低減活動の効果により16億83百万円（前年同期比49.4％

増）となりました。 

  

住宅着工戸数および土木事業等の減少により、一般産業資材の大きな需要減少となりました。この結

果、売上高は25億28百万円（前年同期比22.9％減）となりました。営業利益につきましては、総原価低

減活動の効果により１億25百万円（前年同期比2.9％増）となりました。 
  

当第３四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べ45億35百万円増加し614億２百万円となり

ました。主な増加は現金及び預金、受取手形及び売掛金および投資有価証券などであり、主な減少は有形

固定資産などであります。負債は、前連結会計年度末に比べ17億88百万円増加し259億20百万円となりま

した。主な増加は支払手形及び買掛金、短期借入金および長期借入金などであり、主な減少は賞与引当金

などであります。また、純資産は前連結会計年度末に比べ27億47百万円増加し354億82百万円となりまし

た。主な増加は四半期純利益の計上による利益剰余金およびその他有価証券評価差額金などであり、主な

減少は少数株主持分であります。 
  

業績予想につきましては、 近の経済状況を踏まえ修正しております。詳細は、本日公表しました「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。 
  

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。 
  

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

(1) 自動車用部品

(2) 一般産業資材

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)

(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 13,073 10,220

受取手形及び売掛金 11,758 9,030

製品 1,442 1,346

仕掛品 836 832

原材料及び貯蔵品 816 823

未収還付法人税等 113 404

その他 1,173 1,249

貸倒引当金 △100 △99

流動資産合計 29,114 23,808

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,194 6,538

機械装置及び運搬具（純額） 8,409 9,413

その他（純額） 5,842 6,303

有形固定資産合計 20,446 22,255

無形固定資産 714 778

投資その他の資産   

投資有価証券 9,591 8,590

その他 1,542 1,439

貸倒引当金 △5 △4

投資その他の資産合計 11,127 10,024

固定資産合計 32,288 33,058

資産合計 61,402 56,866
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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 6,192 4,826

短期借入金 5,536 5,139

未払法人税等 114 69

賞与引当金 389 765

製品保証引当金 84 199

その他 2,498 2,548

流動負債合計 14,817 13,548

固定負債   

長期借入金 8,180 7,625

退職給付引当金 2,274 2,392

役員退職慰労引当金 352 341

負ののれん 89 69

その他 206 155

固定負債合計 11,103 10,583

負債合計 25,920 24,132

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,364 3,364

資本剰余金 3,660 3,660

利益剰余金 30,608 28,141

自己株式 △432 △459

株主資本合計 37,200 34,707

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 700 278

為替換算調整勘定 △2,524 △2,474

評価・換算差額等合計 △1,824 △2,196

新株予約権 15 42

少数株主持分 89 180

純資産合計 35,482 32,734

負債純資産合計 61,402 56,866
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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 42,163 32,967

売上原価 35,430 26,681

売上総利益 6,733 6,285

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 2,228 1,847

給料及び賞与 1,055 913

その他 2,199 1,714

販売費及び一般管理費合計 5,484 4,475

営業利益 1,249 1,809

営業外収益   

受取利息 28 16

受取配当金 117 76

負ののれん償却額 18 12

持分法による投資利益 568 422

助成金収入 － 187

その他 146 115

営業外収益合計 879 832

営業外費用   

支払利息 118 151

固定資産除却損 170 161

その他 42 53

営業外費用合計 331 365

経常利益 1,797 2,276

特別利益   

役員退職慰労引当金戻入額 1 －

貸倒引当金戻入額 1 －

製品保証引当金戻入額 － 100

特別利益合計 3 100

特別損失   

投資有価証券評価損 716 －

固定資産除却損 24 8

工場閉鎖損失 － 9

特別損失合計 741 17

税金等調整前四半期純利益 1,059 2,359

法人税、住民税及び事業税 381 78

法人税等還付税額 － △111

法人税等調整額 △6 △333

法人税等合計 375 △366

少数株主利益 37 3

四半期純利益 647 2,722
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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 1,059 2,359

減価償却費 3,557 3,170

株式報酬費用 101 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2 2

退職給付引当金の増減額（△は減少） △154 △118

受取利息及び受取配当金 △146 △93

支払利息 118 151

為替差損益（△は益） △61 23

持分法による投資損益（△は益） △568 △422

投資有価証券評価損益（△は益） 716 －

固定資産除却損 195 169

固定資産売却損益（△は益） 15 1

売上債権の増減額（△は増加） 1,500 △2,728

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,172 △93

仕入債務の増減額（△は減少） △1,281 1,383

その他 △1,597 32

小計 4,625 3,837

利息及び配当金の受取額 384 93

利息の支払額 △126 △139

法人税等の支払額 △835 △171

法人税等の還付額 － 491

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,046 4,111

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 △269 △130

定期預金の払戻による収入 254 12

有形固定資産の取得による支出 △4,619 △1,795

有形固定資産の売却による収入 11 29

無形固定資産の取得による支出 △113 △39

投資有価証券の取得による支出 △575 △15

関係会社株式の取得による支出 △42 －

持分法適用会社の出資払戻しによる収入 180 －

貸付けによる支出 － △1

貸付金の回収による収入 17 13

その他 △21 5

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,178 △1,921
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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 6,160 4,500

短期借入金の返済による支出 △6,653 △4,545

長期借入れによる収入 3,350 1,000

自己株式の売却による収入 7 0

自己株式の取得による支出 △12 △2

少数株主からの子会社株式の取得による支出 － △65

配当金の支払額 △351 △254

その他 0 0

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,500 633

現金及び現金同等物に係る換算差額 165 △98

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,534 2,724

現金及び現金同等物の期首残高 6,892 9,856

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,427 12,580
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該当事項はありません。 

  

【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） 

  

   
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） 

  

 
  

【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） 
  

   
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） 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

区分
自動車用部品
(百万円)

一般産業資材
(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 38,884 3,279 42,163 ─ 42,163

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ ─ ─ (─) ─

計 38,884 3,279 42,163 (─) 42,163

営業利益 1,127 122 1,249 (─) 1,249

区分
自動車用部品
(百万円)

一般産業資材
(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 30,438 2,528 32,967 ─ 32,967

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ ─ ─ (─) ─

計 30,438 2,528 32,967 (─) 32,967

営業利益 1,683 125 1,809 (─) 1,809

区分
日本 

(百万円)
アジア
(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 34,792 6,517 854 42,163 ― 42,163

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

1,897 516 1 2,415 (2,415) ─

計 36,689 7,033 855 44,579 (2,415) 42,163

営業利益 287 965 12 1,265 (15) 1,249

区分
日本 

(百万円)
アジア
(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 27,558 5,072 335 32,967 ― 32,967

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

1,271 52 5 1,329 (1,329) ─

計 28,830 5,125 341 34,297 (1,329) 32,967

営業利益又は営業損失（△） 1,069 742 △58 1,753 55 1,809
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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） 
  

   
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。 

  

アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 6,097 2,798 8,895

Ⅱ 連結売上高(百万円) 42,163

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 14.5 6.6 21.1

アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 5,000 1,292 6,293

Ⅱ 連結売上高(百万円) 32,967

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 15.2 3.9 19.1

(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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