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1.  平成22年10月期第1四半期の連結業績（平成21年11月1日～平成22年1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10月期第1四半期 29,215 8.9 2,507 557.0 2,702 ― 1,615 ―
21年10月期第1四半期 26,820 ― 381 ― △844 ― △1,230 ―

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10月期第1四半期 42.53 42.53
21年10月期第1四半期 △32.39 ―

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10月期第1四半期 101,259 77,151 73.2 1,951.24
21年10月期 96,506 74,421 74.1 1,882.86

（参考） 自己資本   22年10月期第1四半期  74,104百万円 21年10月期  71,506百万円

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10月期 ― 3.00 ― 7.00 10.00
22年10月期 ―
22年10月期 

（予想）
10.00 ― 10.00 20.00

3.  平成22年10月期の連結業績予想（平成21年11月1日～平成22年10月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

56,900 24.6 4,700 ― 4,800 ― 3,070 ― 80.84

通期 107,100 12.9 7,800 182.7 7,850 230.9 4,950 322.4 130.34
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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 
１．平成21年12月14日に公表いたしました連結業績予想は、第２四半期連結累計期間、通期とも本資料において修正しております。 
 
２．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等につい
て、及び上記１に係る業績予想の具体的修正内容は４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下さい。 

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10月期第1四半期 38,216,759株 21年10月期  38,216,759株
② 期末自己株式数 22年10月期第1四半期  238,653株 21年10月期  239,307株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年10月期第1四半期 37,977,488株 21年10月期第1四半期 37,978,801株
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平成22年10月期の個別業績予想（平成21年11月１日～平成22年10月31日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年同四半期増減率） 

（注）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無： 有 

  

  近の業績の動向を踏まえ、平成21年12月14日に公表いたしました平成22年10月期（平成21年11月１日～平成22年

10月31日）の業績予想を修正しております。 

 当該予想数値の修正に関する事項は、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。 

「参考資料」

個別業績予想

  
  

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

第２四半期 

累計期間 
 28,600  32.9  1,780 － 1,850 － 1,310 －    34 48

通   期  54,100  13.1  2,570 135.9 3,530 94.0 2,400 －    63 17
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 当第１四半期連結会計期間における世界経済は、依然として厳しい状態にあります。アジア地域の景気は中国、

インド等の新興国を中心に回復しはじめましたが、北米、欧州の景気は一部持ち直しが見られるものの深刻な状況

が続いています。日本経済は、アジア向けを中心に輸出が増加し生産は持ち直しつつありますが、設備投資、雇用

等は低調で、先行きの不透明な状態にあります。 

 自動車業界におきましては、国内外の自動車購入に対する減税、補助金等の需要促進策により、日本国内の自動

車生産台数は前年同期比11.4％増の240万台となりました。海外におきましては、米国の自動車生産台数は前年同期

比0.2％増の180万台となりましたが、中国、インド等の新興国の自動車生産は拡大しました。 

 当社グループの当第１四半期業績は、売上高におきましては、日本国内の自動車生産の増加と中国、インド等の

新興国の自動車生産拡大により、売上高は292億１千５百万円（前年同期比8.9％増）となりました。損益面では、

前連結会計年度の自動車大幅減産を機にグループをあげてコスト改善に取り組んだこと等により、営業利益は25億

７百万円（前年同期比557.0％増）となりました。経常利益は、持分法による投資利益が１億７千７百万円発生した

こと等により、27億２百万円（前年同期は８億４千４百万円の損失）となりました。四半期純利益は、特別利益と

して債券が株式転換したこと等による貸倒引当金戻入額２億５千８百万円、特別損失として保有株式の減損による

投資有価証券評価損４億６千３百万円を計上したこと等により、16億１千５百万円（前年同期は12億３千万円の損

失）となりました。 

  

  

 当第１四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べ47億５千２百万円増加し、1,012億５千９百万円となりまし

た。主として、現金及び預金の増加24億８百万円によるものであります。 

 負債は、支払手形及び買掛金の増加等により前連結会計年度末と比べ20億２千３百万円増加し、241億７百万円と

なりました。 

 純資産は、前連結会計年度末と比べ27億２千９百万円増加し、771億５千１百万円となりました。主として、利益

剰余金が10億３千９百万円、その他有価証券評価差額金が５億７千２百万円、並びに為替換算調整勘定が９億８千

５百万円増加したことによるものであります。 

  

  

 近の業績の動向を踏まえ、平成21年12月14日に公表いたしました平成22年10月期（平成21年11月１日～平成22

年10月31日）の業績予想を修正しております。 

  当該予想数値の修正に関する事項は、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。 

  

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.簡便な会計処理 

①たな卸資産の評価方法 

  当第１四半期連結会計期間末のたな卸高の算定に関しては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度末の実

地たな卸高を基礎として、合理的な方法により算定する方法によっております。 

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 

  法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法

によっております。 

  当社及び連結子会社は、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

及び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 

   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。  

  

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）追加情報
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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１四半期連結会計期間末
(平成22年１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10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 18,524 16,116

受取手形及び売掛金 18,507 17,560

有価証券 2,658 3,005

商品及び製品 5,377 5,241

仕掛品 1,522 1,322

原材料及び貯蔵品 3,702 3,189

繰延税金資産 727 850

その他 1,194 1,466

貸倒引当金 △66 △305

流動資産合計 52,150 48,447

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 10,314 10,061

機械装置及び運搬具（純額） 9,418 9,549

土地 5,649 5,364

建設仮勘定 1,127 1,347

その他（純額） 922 919

有形固定資産合計 27,431 27,242

無形固定資産   

のれん 179 187

その他 1,283 1,318

無形固定資産合計 1,463 1,505

投資その他の資産   

投資有価証券 17,625 16,694

繰延税金資産 517 544

その他 2,490 2,072

貸倒引当金 △420 △0

投資その他の資産合計 20,213 19,310

固定資産合計 49,109 48,058

資産合計 101,259 96,506
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年１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10月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,751 12,106

短期借入金 270 331

未払法人税等 620 279

繰延税金負債 75 119

賞与引当金 554 1,041

役員賞与引当金 10 17

製品保証引当金 580 600

その他 2,854 2,794

流動負債合計 18,717 17,289

固定負債   

長期借入金 53 －

繰延税金負債 4,130 3,583

退職給付引当金 823 812

その他 381 399

固定負債合計 5,389 4,795

負債合計 24,107 22,084

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,657 5,657

資本剰余金 7,105 7,105

利益剰余金 65,801 64,761

自己株式 △330 △331

株主資本合計 78,232 77,192

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,136 4,564

為替換算調整勘定 △9,265 △10,250

評価・換算差額等合計 △4,128 △5,686

新株予約権 9 －

少数株主持分 3,037 2,915

純資産合計 77,151 74,421

負債純資産合計 101,259 96,506
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年１月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年11月１日 
 至 平成22年１月31日) 

売上高 26,820 29,215

売上原価 23,697 23,999

売上総利益 3,123 5,215

販売費及び一般管理費 2,741 2,707

営業利益 381 2,507

営業外収益   

受取利息 52 28

受取配当金 122 46

持分法による投資利益 － 177

その他 157 76

営業外収益合計 331 329

営業外費用   

支払利息 13 －

為替差損 1,290 97

その他 254 37

営業外費用合計 1,558 134

経常利益又は経常損失（△） △844 2,702

特別利益   

固定資産売却益 9 6

投資有価証券売却益 3 －

製品保証引当金戻入額 － 19

貸倒引当金戻入額 － 258

その他 1 1

特別利益合計 14 286

特別損失   

投資有価証券評価損 425 463

その他 25 13

特別損失合計 451 477

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（△）

△1,280 2,511

法人税、住民税及び事業税 49 522

過年度法人税等 297 －

法人税等調整額 △403 246

法人税等合計 △56 768

少数株主利益 5 127

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,230 1,615
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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（1）個別経営成績（累計）                                             （％表示は対前年同四半期増減率） 

  

  

（2）個別財政状態 

  

（注）上記の平成22年10月期第１四半期の個別業績は、四半期財務諸表等規則に基づき作成しておりますが、

法定開示におけるレビュー対象ではありません。 

「参考資料」

個別業績の概要

平成22年10月期第１四半期の個別業績（平成21年11月１日～平成22年１月31日）

  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10月期 

第１四半期 
14,902 (19.1) 1,117 －   1,175   －   884  －

21年10月期 

第１四半期 
12,513 － 64  －  △167 －   △2,224 －

  
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10月期第１四半期      23  29    23 28

21年10月期第１四半期     △58  54 －  －

  
  

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10月期第１四半期     67,495  55,761     82.6  1,467 39

21年10月期     65,843  54,562      82.9  1,436 09
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（要約）四半期個別財務諸表

（１）（要約）四半期貸借対照表

科目 
 当第１四半期会計期間末 
 （平成22年１月31日） 

前事業年度末 
（平成21年10月31日） 

資産の部     

流動資産     

現金及び預金  8,728  8,349

受取手形及び売掛金  14,131  13,662

有価証券  1,129  1,332

商品及び製品  1,295  1,136

仕掛品  516  508

原材料及び貯蔵品  185  170

１年内回収予定の長期貸付金  1,373  1,393

繰延税金資産  275  450

その他  384  359

貸倒引当金  △476  △976

流動資産合計  27,544  26,387

固定資産     

有形固定資産  6,972  7,024

無形固定資産  587  624

投資その他の資産     

投資有価証券  14,114  13,417

関係会社株式  11,410  11,331

破産更生債権等  420   427

その他   7,955  8,159

貸倒引当金  △1,508  △1,529

投資その他の資産合計  32,392  31,807

固定資産合計  39,951  39,455

資産合計  67,495  65,843
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（注）この四半期貸借対照表は、四半期財務諸表等規則に基づいて作成しておりますが、 

   法定開示におけるレビュー対象ではありません。 

  

科目 
当第１四半期会計期間末 
（平成22年１月31日） 

前事業年度末 
（平成21年10月31日） 

負債の部     

流動負債     

買掛金  6,788  6,618

未払法人税等  178  73

賞与引当金  407  757

役員賞与引当金  10  17

製品保証等引当金  151  176

その他  1,030  839

流動負債合計   8,566  8,482

固定負債     

繰延税金負債  2,579  2,178

退職給付引当金  247  272

その他  340  347

固定負債合計  3,167  2,799

 負債合計  11,734  11,281

純資産の部     

株主資本     

資本金  5,657  5,657

資本剰余金  7,105  7,105

利益剰余金  38,228  37,609

自己株式  △318  △319

株主資本合計  50,672  50,053

評価・換算差額等        

その他有価証券評価差額金  5,079  4,509

評価・換算差額等合計  5,079  4,509

新株予約権  9  －

純資産合計  55,761  54,562

負債純資産合計  67,495  65,843
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  （第１四半期累計期間）            

                                                            （単位：百万円） 

（注）この四半期損益計算書は、四半期財務諸表等規則に基づいて作成しておりますが、 

   法定開示におけるレビュー対象ではありません。 

（２）（要約）四半期損益計算書

科目 
前第１四半期累計期間 
（自 平成20年11月１日 

  至 平成21年１月31日） 

当第１四半期累計期間 
（自 平成21年11月１日 

  至 平成22年１月31日） 

Ⅰ 売上高  12,513  14,902

Ⅱ 売上原価  11,262  12,583

売上総利益  1,251  2,318

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,187  1,200

営業利益  64  1,117

Ⅳ 営業外収益  290  169

受取利息  26  18

受取配当金  157  84

受取技術指導料   101  51

その他   4  14

Ⅴ 営業外費用  522  111

支払利息  1  －

貸倒引当金繰入額   56  －

為替差損  460  111

その他   3  0

経常利益又は経常損失（△）  △167  1,175

Ⅳ 特別利益  13  542

前期損益修正益  －  1

固定資産売却益  0  －

投資有価証券売却益  9  －

貸倒引当金戻入額   2  521

製品保証引当金戻入額   1  19

Ⅴ 特別損失  2,714  474

前期損益修正損  10  5

固定資産売却除却損  6  4

投資有価証券評価損  2,697  463

税引前四半期純利益又は 
税引前四半期純損失（△） 

 △2,868  1,244

法人税、住民税及び事業税  5  173

過年度法人税等   297  －

法人税等調整額  △946  185

法人税等合計  △644  359

四半期純利益又は四半期純損失（△）  △2,224  884
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