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（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 ％ 

23年３月期第１四半期  8,828  43.8  364  －  290  －  234  －

22年３月期第１四半期  6,139  △28.6  △199  －  △202  －  △210  －

  
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 

23年３月期第１四半期  26  00  －      

22年３月期第１四半期  △23  33  －      

  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 

23年３月期第１四半期  23,190  6,534  28.1  721  12

22年３月期  22,727  6,375  27.9  703  32

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 6,507百万円 22年３月期 6,347百万円

  
年間配当金

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

22年３月期  －       0 00 －      2  00  2 00

23年３月期  －      

23年３月期（予想） 2 00 －      3  00  5 00

（注）当四半期における配当予想の修正有無 ： 無  

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率）

  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）  17,713  36.8  470  －  352  －  275  －  30  50

通期  33,657  15.3  860  98.5  750  112.5  533  －  59  10

（注）当四半期における業績予想の修正有無 ： 有  



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「２．その他の情報」をご覧ください。） 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信

の開示時点において、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続を実施中です。 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 本資料に掲載されている業績見通し等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計

画に基づく予測が含まれております。世界経済・競合状況・為替・金利の変動等にかかわるリスクや不安定要因によ

り、実際の業績が記載の予想数値と大幅に異なる可能性があります。なお、業績予想に関する事項は、添付資料Ｐ２

「１．当四半期決算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」をご参照ください。   

  

（１）当四半期中における重要な子会社の異動  ： 無 

新規 －社 （社名） 除外 －社 （社名） 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ：有  

① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有  

② ①以外の変更        ： 無 

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 9,149,400株 22年３月期 9,149,400株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 124,841株 22年３月期 124,441株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 9,024,640株 22年３月期１Ｑ 9,027,150株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間の世界経済は、一昨年秋以降の世界的景気後退局面から、中国・インドを中心とした

アジアが内需主導で大きな回復を見せ、先進諸国も経済対策による景気の下支え効果に加えて、新興国への輸出等

に伴い全般的には順調に推移しました。しかし、欧州財政不安による株価低迷や新興国における労働問題等世界景

気の先行き不透明感も残っております。 

 このような環境のもと、当社グループはコスト競争力強化のため、設備投資の抑制・調達及び生産の合理化・部

品の内製化・在庫削減・業務の効率化等経営全般にわたる合理化を進めるとともに、新興国市場の成長を睨んだ海

外展開の強化、環境対策を念頭に置いた新製品開発に努めてまいりました。 

 この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は、 百万円（前年同期比 ％増）、営業利益は売上高の

増加及び第１四半期に発生を見込んでおりました開発費が第２四半期にずれ込んだことにより 百万円（前年

同期は営業損失 百万円）、経常利益は為替差損の発生により 百万円（前年同期は経常損失 百万

円）、四半期純利益は 百万円（前年同期は四半期純損失 百万円）となりました。 

 セグメントの状況は、以下のとおりです。 

① 自動車機器事業  

 自動車機器事業は、国内市場は、環境意識の高まり・エコカー減税・補助金制度等の支援策の効果もあり環境

対応車を主体として堅調に推移、中国・インド等の新興国は本格的モータリゼーション時代を迎えコンパクトカ

ー中心の内需主導で大きく伸長いたしました。北米市場も昨年度のクライスラー社の生産中止の影響がなくなっ

たため、売上高は59億68百万円（前年同期比 ％増）となりました。 

 利益面では、北米では昨年度のクライスラー社の生産中止に伴う売上減の影響がなくなり、インドにおいても

量産が本格化したことに伴い全拠点で黒字化し、セグメント利益は4億2百万円（前年同期は営業損失1億83百万

円）となりました。 

② 電子機器事業  

 電子機器事業の主力である冷暖房用制御機器については、在庫調整の進展を背景とした海外向けエアコン制御

基板が好調に推移いたしました。また、住宅の電化に伴う住設機器も堅調に推移したため、売上高は28億60百万

円（前年同期比 ％増）となりました。 

 利益面では、生産数量の増加により、セグメント利益は1億87百万円（前年同期比 ％増）となりました。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は、現金及び預金の増加5億64百万円、設備投資抑制による有形固定資産

の減少2億8百万円等により、前連結会計年度末比4億63百万円増の 百万円となりました。有利子負債は、前

連結会計年度末比1億52百万円減の56億59百万円となりました。純資産は、四半期純利益 百万円、その他有価

証券評価差額金の減少65百万円等により、前連結会計年度末比1億58百万円増の 百万円となり、自己資本比

率は ％となりました。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 第２四半期連結累計期間は、国内外の主要得意先の自動車生産の増加及びエアコン生産の増加による売上高の増

加、グループをあげて取り組んでいる生産合理化・材料調達コスト削減・経費見直し等のコスト削減活動の効果等

の理由により、連結・個別ともに業績は当初予想を上回る見込みであるため修正いたします。 

 なお、平成22年５月14日の決算短信で発表しました第２四半期連結累計期間の連結業績予想との差異は以下の通

りです。また、通期業績予想につきましては、現段階で下半期の事業環境を見極めることが困難なことから、連

結・個別業績ともに現時点での業績予想の修正は行っておりません。 

平成23年３月期第２四半期連結累計期間連結業績予想数値の修正 

１．当四半期決算に関する定性的情報

88億28 43.8

3億64

1億99 2億90 2億2

2億34 2億10

57.7

21.4

80.2

231億90

2億34

65億34

28.1

  売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 
１株当たり 

四半期純利益

  

前回発表予想（Ａ）  

百万円 

16,838

百万円

212

百万円 

157

百万円 

 102

円  銭

11.34

今回修正予想（Ｂ）  17,713  470 352  275 30.50

増減額（Ｂ－Ａ） 874 257 194  172   －

増減率（％） 5.2 121.3 123.9  168.9   －

前第２四半期（累計）実績 12,945 △74 △156  △283 △31.40



（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 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ので、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。 

 また、税金費用については、当第１四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。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要   

 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適

用しております。これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 

２．その他の情報



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,711,062 1,146,374

受取手形及び売掛金 6,390,367 6,278,926

商品及び製品 1,018,682 1,080,429

仕掛品 287,357 198,256

原材料及び貯蔵品 1,725,921 1,810,541

その他 1,406,055 1,290,643

貸倒引当金 △9,956 △19,310

流動資産合計 12,529,490 11,785,862

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,845,542 2,804,392

機械装置及び運搬具（純額） 3,126,434 3,255,077

土地 2,108,790 2,117,247

建設仮勘定 497,161 651,757

その他（純額） 452,964 410,607

有形固定資産合計 9,030,893 9,239,081

無形固定資産 77,385 74,479

投資その他の資産   

投資有価証券 655,548 760,801

その他 899,582 869,359

貸倒引当金 △2,250 △2,250

投資その他の資産合計 1,552,881 1,627,910

固定資産合計 10,661,160 10,941,471

資産合計 23,190,651 22,727,334



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,429,022 6,370,743

短期借入金 1,967,354 1,782,845

1年内返済予定の長期借入金 1,275,944 1,346,004

未払金 2,502,184 1,985,080

未払法人税等 62,651 124,641

賞与引当金 278,010 368,489

リース資産減損勘定 30,695 30,695

その他 365,793 312,880

流動負債合計 12,911,656 12,321,381

固定負債   

長期借入金 2,416,167 2,683,143

退職給付引当金 822,554 823,897

役員退職慰労引当金 185,540 183,370

長期リース資産減損勘定 27,312 35,093

その他 292,833 304,740

固定負債合計 3,744,408 4,030,245

負債合計 16,656,064 16,351,626

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,190,000 2,190,000

資本剰余金 3,882,941 3,882,941

利益剰余金 1,066,525 849,956

自己株式 △58,828 △58,695

株主資本合計 7,080,638 6,864,202

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 66,984 132,653

為替換算調整勘定 △639,854 △649,406

評価・換算差額等合計 △572,869 △516,753

少数株主持分 26,817 28,258

純資産合計 6,534,586 6,375,707

負債純資産合計 23,190,651 22,727,334



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 6,139,996 8,828,481

売上原価 5,342,234 7,217,552

売上総利益 797,761 1,610,929

販売費及び一般管理費 997,738 1,246,182

営業利益又は営業損失（△） △199,977 364,746

営業外収益   

受取利息 1,698 626

受取配当金 5,580 3,958

為替差益 13,534 －

補助金収入 24,922 3,388

その他 8,156 22,033

営業外収益合計 53,893 30,006

営業外費用   

支払利息 27,596 26,873

手形売却損 1,009 687

為替差損 － 74,381

休止固定資産減価償却費 17,448 －

その他 10,695 2,158

営業外費用合計 56,749 104,101

経常利益又は経常損失（△） △202,833 290,651

特別利益   

固定資産売却益 765 217

特別利益合計 765 217

特別損失   

固定資産売却損 － 210

固定資産除却損 1,299 1,416

子会社工場閉鎖費用 597 －

特別損失合計 1,896 1,627

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（△）

△203,964 289,241

法人税、住民税及び事業税 5,244 67,431

法人税等調整額 50 △12,475

法人税等合計 5,294 54,955

少数株主損益調整前四半期純利益 － 234,285

少数株主利益又は少数株主損失（△） 1,342 △333

四半期純利益又は四半期純損失（△） △210,601 234,619



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30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（△）

△203,964 289,241

減価償却費 314,555 337,088

貸倒引当金の増減額（△は減少） 18,798 △8,911

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,830 △1,342

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △490 2,170

受取利息及び受取配当金 △7,279 △4,585

支払利息 27,596 26,873

為替差損益（△は益） △2,649 67,044

有形固定資産除却損 1,299 1,416

有形固定資産売却損益（△は益） △765 △6

売上債権の増減額（△は増加） 317,646 △120,597

たな卸資産の増減額（△は増加） △340,805 52,809

仕入債務の増減額（△は減少） 134,612 303,769

賞与引当金の増減額（△は減少） △94,642 △90,422

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △1,300 －

その他 193,126 241,106

小計 357,567 1,095,654

利息及び配当金の受取額 7,461 4,585

利息の支払額 △28,673 △29,104

法人税等の支払額 △3,026 △106,533

営業活動によるキャッシュ・フロー 333,329 964,601

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △141,013 △184,331

有形固定資産の売却による収入 1,928 2,810

無形固定資産の取得による支出 △1,398 △12,726

投資有価証券の取得による支出 △5,008 △4,931

その他 △1,076 2,298

投資活動によるキャッシュ・フロー △146,568 △196,880

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） △8,139 184,509

長期借入金の返済による支出 △252,106 △312,502

配当金の支払額 － △18,049

少数株主への配当金の支払額 － △1,100

その他 △8,034 △7,855

財務活動によるキャッシュ・フロー △268,280 △154,999

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,847 △48,316

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △79,671 564,404

現金及び現金同等物の期首残高 1,456,247 1,119,367

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,376,576 1,683,771



 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１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

（注）１．製品の種類及び売上集計区分を基準として、事業区分を行っております。 

２．各事業の主要な製品 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた金額及び主な内容は以下のとおりであります。  

   

［所在地別セグメント情報］ 

前第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

（注）１．地域は、地理的接近度により区分しております。 

２．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、欧州 ……… ハンガリー、アジア ……… 中国・インド 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた金額及び主な内容は以下の通りであります。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

  
自動車機器事業 

（千円） 

電子機器事業 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  3,784,654  2,355,341  6,139,996  －  6,139,996

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
  －  －  －  －  －

計  3,784,654  2,355,341  6,139,996  －  6,139,996

営業費用  3,968,432  2,251,207  6,219,639  120,333  6,339,973

営業利益又は営業損失（△）  △183,777  104,134  △79,643  (120,333)  △199,977

事業区分 主要製品 

自動車機器事業 ガソリンエンジン用点火コイル、ミッションスイッチ、センサー、車載用制御基板 

電子機器事業 ファンヒーター用・エアコン用・給湯器用等の電子制御機器、及び各電子着火装置 

  
当第１四半期連結累計期間 

（千円） 
主な内容  

消去又は全社の項目に含めた

配賦不能営業費用の金額 
 120,333 当社管理部門に係る費用であります。 

  
日本 

（千円） 

北米 

（千円） 

欧州 

（千円） 

アジア 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

売上高               

(1）外部顧客に対する売上高  4,559,137  990,113  441,725  149,019  6,139,996  －  6,139,996

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
  767,210  1,094  12,358  50,826  831,490  (831,490)  －

計  5,326,348  991,207  454,084  199,845  6,971,487  (831,490)  6,139,996

営業費用  5,159,795  1,110,770  461,083  273,460  7,005,109  (665,136)  6,339,973

営業利益又は営業損失（△）  166,552  △119,562  △6,998  △73,614  △33,622  (166,354)  △199,977

  
当第１四半期連結累計期間 

（千円） 
主な内容  

消去又は全社の項目に含めた

配賦不能営業費用の金額 
 120,333 当社管理部門に係る費用であります。 



 ［海外売上高］ 

前第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

（注）１．地域は、地理的接近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 ……… ハンガリー、中国、インド、オーストラリア、台湾他 

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。  

  

 ［セグメント情報］ 

１．報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源

の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社は、「自動車機器事業」、「電子機器事業」の２つの事業を基本に組織が構成されており、各事業本部は、

国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

 したがって、当社は、「自動車機器事業」、「電子機器事業」の２つを報告セグメントとしております。 

 「自動車機器事業」は、ガソリンエンジン用点火コイル、ミッションスイッチ、回転センサー、車載用電子制御

基板等を製造・販売しております。 

 「電子機器事業」は、ファンヒーター用・エアコン用・給湯器用等の電子制御機器及び電子着火装置等を製造・

販売しております。 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日）  

 （単位：千円）

（注）１．セグメント利益の調整額 千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用 千円であり

ます。なお、全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。  

  

（追加情報） 

 当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年

３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年

３月21日）を適用しております。 

  

 該当事項はありません。  

  

  

  北米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  990,948  596,772  1,587,720

Ⅱ 連結売上高（千円） －  －  6,139,996

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  16.2  9.7  25.9

  報告セグメント  

合計 
調整額 

（注）１  

四半期連結 
損益計算書 

計上額 
（注）２  

  自動車機器事業 電子機器事業 計 

売上高             

外部顧客への売上高  5,968,128  2,860,352  8,828,481  8,828,481  －  8,828,481

 セグメント間の内部売上高又

は振替高 
  －  －  －  －  －  －

計  5,968,128  2,860,352  8,828,481  8,828,481  －  8,828,481

セグメント利益  402,016  187,613  589,629  589,629  (224,883)  364,746

224,883 224,883

（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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