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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 11,458 △28.5 △271 ― △238 ― △258 ―

21年3月期第3四半期 16,034 ― △425 ― △355 ― △254 ―

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 △16.90 ―

21年3月期第3四半期 △16.55 ―

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 17,422 11,078 61.3 701.10
21年3月期 18,312 11,403 60.1 719.49

（参考） 自己資本  22年3月期第3四半期  10,681百万円 21年3月期  11,021百万円

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 ― 4.00 ― 4.00 8.00
22年3月期 ― 4.00 ―

22年3月期 
（予想）

4.00 8.00

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 16,500 5.1 △100 ― 20 ― △90 ― △5.89
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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 

上記の予想は、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ます。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異
なる結果と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 15,400,000株 21年3月期 15,400,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期 165,115株 21年3月期 81,230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 15,265,716株 21年3月期第3四半期 15,385,011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、厳しい経済環境が依然続いておりますものの、政府

が施行した経済対策や、新興国での経済復興に伴う輸出の増加などもあり、穏やかながら回復傾向を示し

ております。 

 当社グループの主要取引業界である自動車産業でも、エコカーを中心として需要回復が起こり、売上低

迷から脱しつつある状況下となっております。 

 このような環境の下、当社グループでは、自動車販売の変動に柔軟に対応できる生産体制再構築プロジ

ェクトの実施とともに、最大限の収益を確保するべく緊急利益対策活動にも注力してまいりました。その

結果、当第３四半期連結累計期間の当社グループの売上高は114億58百万円（前年同期比28.5%減少）、経

常損失は２億38百万円（前年同期は経常損失３億55百万円）、四半期純損失は２億58百万円（前年同期は

四半期純損失２億54百万円）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174億22百万円となり、前連結会計年度末に比べ８億90

百万円減少いたしました。これは主に売上高の増加に伴う受取手形及び売掛金の増加、借入金の返済に伴

う現金及び預金の減少などにより流動資産が４億74百万円減少し、投資有価証券の評価替による増加、設

備投資の抑制による有形固定資産の減少などにより固定資産が４億15百万円減少したことによるものであ

ります。 

 負債の部は、前連結会計年度末に比べ５億65百万円減少し、63億43百万円となりました。これは主に短

期借入金の増加などにより流動負債が19億20百万円増加し、長期借入金の減少などにより固定負債が24億

86百万円減少したことによるものであります。 

 純資産の部は、前連結会計年度末に比べ３億24百万円減少し、110億78百万円となりました。これは主

に利益剰余金の減少により株主資本が４億４百万円減少し、評価・換算差額等が63百万円増加したことな

どによるものであります。 

  

平成22年３月期の連結業績予想につきましては、平成22年11月13日に公表いたしました連結業績予想を

修正しております。詳細は、本日公表の「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。 

  

該当事項はありません。 

  

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)

(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：千円）

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 1,376,478 2,486,506

受取手形及び売掛金 3,439,243 2,612,263

有価証券 453,434 514,381

商品及び製品 340,386 393,208

仕掛品 429,413 474,591

原材料及び貯蔵品 351,703 341,025

その他 190,589 213,028

貸倒引当金 △90,206 △69,312

流動資産合計 6,491,043 6,965,692

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,294,353 1,366,664

機械装置及び運搬具（純額） 5,231,765 5,595,349

工具、器具及び備品（純額） 425,628 501,778

その他（純額） 1,285,220 1,301,950

有形固定資産合計 8,236,969 8,765,743

無形固定資産   

のれん 2,581 4,130

その他 33,601 34,474

無形固定資産合計 36,182 38,604

投資その他の資産   

その他 2,661,186 2,545,975

貸倒引当金 △3,200 △3,200

投資その他の資産合計 2,657,986 2,542,775

固定資産合計 10,931,138 11,347,123

資産合計 17,422,182 18,312,815
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（単位：千円）

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 2,913,730 2,109,304

短期借入金 1,566,050 66,100

1年内返済予定の長期借入金 79,787 549,683

未払法人税等 13,384 7,783

賞与引当金 56,597 199,083

資産撤去引当金 － 17,800

その他 917,074 676,604

流動負債合計 5,546,624 3,626,358

固定負債   

長期借入金 186,124 2,715,447

退職給付引当金 47,505 46,034

役員退職慰労引当金 138,240 141,411

負ののれん － 3,006

その他 425,268 377,450

固定負債合計 797,138 3,283,350

負債合計 6,343,763 6,909,708

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,036,000 1,036,000

資本剰余金 574,391 574,407

利益剰余金 8,770,023 9,150,312

自己株式 △50,337 △26,289

株主資本合計 10,330,078 10,734,430

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 367,344 303,161

為替換算調整勘定 △16,120 △15,805

評価・換算差額等合計 351,223 287,355

少数株主持分 397,116 381,321

純資産合計 11,078,418 11,403,107

負債純資産合計 17,422,182 18,312,815
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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：千円）

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 16,034,944 11,458,734

売上原価 15,189,802 10,627,525

売上総利益 845,141 831,209

販売費及び一般管理費 1,271,002 1,102,377

営業損失（△） △425,860 △271,168

営業外収益   

受取利息 20,507 3,991

受取配当金 32,032 18,827

持分法による投資利益 166,001 81,034

デリバティブ評価益 － 76,981

その他 63,440 69,918

営業外収益合計 281,983 250,753

営業外費用   

支払利息 34,367 37,177

為替差損 45,465 37,094

デリバティブ評価損 126,500 －

借入金期限前返済清算金 － 101,067

その他 5,679 42,618

営業外費用合計 212,013 217,959

経常損失（△） △355,890 △238,374

特別利益   

前期損益修正益 595 －

固定資産売却益 12 55,760

貸倒引当金戻入額 1,728 －

特別利益合計 2,336 55,760

特別損失   

固定資産売却損 27,914 9,095

固定資産除却損 35,540 20,102

その他 3,200 5,099

特別損失合計 66,655 34,297

税金等調整前四半期純損失（△） △420,208 △216,911

法人税、住民税及び事業税 3,597 3,924

法人税等調整額 △91,773 21,082

法人税等合計 △88,175 25,007

少数株主利益又は少数株主損失（△） △77,384 16,154

四半期純損失（△） △254,648 △258,073
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

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（△） △420,208 △216,911

減価償却費 1,289,168 1,158,953

負ののれん償却額 △7,709 △1,458

退職給付引当金の増減額（△は減少） △4,813 1,471

前払年金費用の増減額（△は増加） △163,518 △25,138

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △8,309 △3,171

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △4,644 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △196,732 △142,485

資産撤去引当金の増減額(△は減少) － △17,800

貸倒引当金の増減額（△は減少） △69 20,894

受取利息及び受取配当金 △52,540 △22,819

支払利息 34,367 37,177

シンジケートローン手数料 － 18,666

デリバティブ解約損 － 21,391

デリバティブ評価損益（△は益） 126,500 △76,981

借入金期限前返済清算金 － 101,067

為替差損益（△は益） 7,724 5,235

固定資産売却損益（△は益） 27,901 △46,665

固定資産除却損 35,540 20,102

投資有価証券評価損益（△は益） 3,200 5,099

持分法による投資損益（△は益） △166,001 △81,034

売上債権の増減額（△は増加） 869,731 △827,038

たな卸資産の増減額（△は増加） 8,433 88,496

仕入債務の増減額（△は減少） △676,706 804,489

未払消費税等の増減額（△は減少） △43,919 69,956

その他 △92,204 164,114

小計 565,188 1,055,613

利息及び配当金の受取額 169,654 22,819

利息の支払額 △34,367 △37,845

デリバティブ取引解約による支払額 － △21,391

法人税等の支払額 △54,408 △2,463

法人税等の還付額 － 11,194

営業活動によるキャッシュ・フロー 646,066 1,027,926
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（単位：千円）

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) 

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 △746,550 △256,550

定期預金の払戻による収入 716,550 76,550

有形固定資産の取得による支出 △1,332,132 △543,777

有形固定資産の売却による収入 23,421 67,008

無形固定資産の取得による支出 △5,950 △3,779

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △1,201,371 △21,922

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による
収入

1,200,889 22,153

貸付けによる支出 △4,000 －

貸付金の回収による収入 32,620 28,186

保険積立金の積立による支出 △19,446 △2,368

保険積立金の払戻による収入 53,091 61,989

その他 4,910 2,540

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,277,966 △569,970

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） － 1,500,000

長期借入れによる収入 2,576,650 －

長期借入金の返済による支出 △193,759 △3,100,078

リース債務の返済による支出 △24,698 △25,456

配当金の支払額 △115,045 △114,807

シンジケートローン手数料 － △20,000

自己株式の取得による支出 △13,461 △24,352

自己株式の売却による収入 912 289

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,230,598 △1,784,406

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6,662 △4,665

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,592,036 △1,331,117

現金及び現金同等物の期首残高 1,768,025 2,595,088

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,360,062 1,263,971
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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。 

  

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) 

  

 
(注) １ 事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品の名称 

 
２ 会計方針の変更 

当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から、「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員

会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号)を適用しております。この変更に伴い、営業費用は「自動車

及び車両部品関連事業」で102,007千円増加し、営業利益が同額減少しており、「産業機械部品関連事業」

では36,313千円増加し、営業損失が同額増加しております。また、「金属椅子及び椅子部品関連事業」では

476千円増加し、営業損失が同額増加しております。 

  

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)  事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品の名称 

 
  

(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】

自動車及び 
車両部品関連
事業(千円)

金属椅子及び
椅子部品関連
事業(千円)

産業機械部品
関連事業 
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高 13,053,961 431,946 2,549,036 16,034,944 ― 16,034,944

営業利益又は営業損失(△) 136,103 △71,376 △51,106 13,621 (439,481) △425,860

事業区分 主要製品名

自動車及び車両部品関連事業 各種ブラケット類、アクスルハブ等

金属椅子及び椅子部品関連事業 オフィス向け各種椅子、施設向け各種椅子等

産業機械部品関連事業 産業機械用部品、油圧機器用部品等

自動車及び 
車両部品関連 
事業(千円)

金属椅子及び
椅子部品関連
事業(千円)

産業機械部品
関連事業 
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高 9,987,451 319,272 1,152,011 11,458,734 ― 11,458,734

営業利益又は営業損失(△) 347,182 △49,146 △132,856 165,179 (436,347) △271,168

事業区分 主要製品名

自動車及び車両部品関連事業 各種ブラケット類、アクスルハブ等

金属椅子及び椅子部品関連事業 オフィス向け各種椅子、施設向け各種椅子等

産業機械部品関連事業 産業機械用部品、油圧機器用部品等
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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)及び当第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) 

全セグメントの売上高の合計額に占める「日本」の割合が90％を超えているため、記載を省略して

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)及び当第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) 

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

  

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。 

  

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

(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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