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1. 平成23年３月期第１四半期の業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日）

 (1) 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 2,439 19.3 38 ― 48 ― △67 ―

22年３月期第１四半期 2,045 △25.2 △44 ― △16 ― △29 ―

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 △5 16 ―

22年３月期第１四半期 △2 27 ―

 (2) 財政状態

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 9,763 2,400 24.6 182 64

22年３月期 9,739 2,466 25.3 187 71

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 2,400百万円 22年３月期 2,466百万円

2. 配当の状況

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 ― ― ― 1 00 1 00

 23年３月期 ―

 23年３月期(予想) ― ― 0 00 0 00

3. 平成23年３月期の業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日）

(％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) 4,750 9.4 40 ― 50 ― △100 ― △7 61

通期 9,010 △6.0 30 △53.7 50 △56.9 △130 ― △9 89



 
(注) 簡便な会計処理及び四半期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。 

 

 
(注) 「四半期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。 

(3) 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、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続きは終了しておりませ

ん。 

  

※ 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、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。業績予想の前提等については、２ページ【当四半期の業績等に関する定性的情報】「(３)．業績

予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

  

  

4. その他（詳細は、【添付資料】P.３「その他の情報」をご覧ください。）

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

 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) 23年３月期１Ｑ 13,164,800株 22年３月期 13,164,800株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 23,661株 22年３月期 23,039株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 13,141,450株 22年３月期１Ｑ 13,142,787株
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当第１四半期におけるわが国経済は、在庫調整の進展や海外経済の回復を背景とした輸出、生産の増

加などから2009年３月を底として緩やかな回復局面を続けています。企業収益は輸出の増加やコスト削

減効果から回復基調となっており、設備投資も持ち直しています。個人消費は、厳しい雇用・所得環境

が続く中、エコカー減税、エコポイント制度などの政策効果も一巡しており、弱含んでいます。 

当社の売上に大きな影響を与える乗用車の販売台数は2009年11月以降、前年比で二桁の伸びを続けて

いますが、伸び率は頭打ちとなっています。 

このような経済環境の中で当期第１四半期の売上高は2,439百万円(前年同期比19.3%増)となりまし

た。 

セグメント別売上高については次の通りです。 

自動車用部品部門におきましては、2,325百万円(前年同期比22.7%増)となりました。受注先の自動車

販売台数増加による受注増加が主な要因です。自社製品部門におきましては106百万円(前年同期比6.2%

減)となりました。電子機器製品が７百万円増加し、街路灯製品は14百万円減少しました。その他駐輪

設備の受注品は29百万円減少し、７百万円(前年同期比78.6%減)となりました。 

損益面では、売上高の増加とともに原価低減改善活動や固定費の削減等により生産コストの徹底した

見直しを実施したこと等から、利益率が改善し、営業利益38百万円(前年同期は営業損失44百万円)とな

りました。  

営業外収益は休業等による助成金収入11百万円、受取賃貸料11百万円等により28百万円、営業外費用は

支払利息15百万円等により18百万円を計上し、経常利益は48百万円(前年同期は経常損失16百万円)とな

りました。また、貸倒引当金戻入による特別利益15百万円、資産除去債務に伴う影響額85百万円、減損

処理による投資有価証券評価損45百万円等による特別損失131百万円を計上しました。その結果、四半

期純損失は67百万円(前年同期は四半期純損失29百万円)となりました。  

  

  

当第１四半期末における総資産は、前期末比23百万円増加し9,763百万円となりました。項目別で

は、流動資産は163百万円増加し、4,977百万円となりました。主な要因は現金及び預金が263百万円増

加し、受取手形及び売掛金が58百万円、たな卸資産が33百万円減少したことです。固定資産は131百万

円減少し、4,697百万円となりました。主な要因は機械及び装置が45百万円、工具、器具及び備品が58

百万円減少したこと等により有形固定資産が92百万円減少し、その他投資有価証券が時価評価は上昇し

たものの45百万円の減損処理により24百万円減少したこと、事業保険払込金が16百万円減少したこと等

により投資その他の資産が44百万円減少したことです。 

流動負債は107百万円減少し、4,820百万円となりました。主な要因はその他のうち役員及び従業員に

対する短期債務等により145百万円増加したこと、支払手形及び買掛金が82百万円、短期借入金が33百

万円、未払法人税等が65百万円、賞与引当金が70百万円それぞれ減少したことによります。固定負債は

197百万円増加し、2,542百万円となりました。主な要因は長期借入金が107百万円、その他のうち長期

未払金が役員退職慰労金からの振替49百万円等により50百万円、資産除去債務が94百万円それぞれ増加

したこと、役員退職慰労引当金が制度廃止により73百万円減少したことです。その結果、負債全体では

90百万円増加し、7,363百万円となりました。 

純資産は66百万円減少し、2,400百万円となりました。主な要因は配当金の支払13百万円と四半期純

損失67百万円により利益剰余金が80百万円減少したこと、その他有価証券差額金が14百万円増加したこ

とです。 

  

  

平成23年３月期の業績予想につきましては、平成22年７月29日に第２四半期累計期間及び通期の業績

予想を修正いたしました。具体的な内容については平成22年７月29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。 

  

1. 当四半期の業績等に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する定性的情報

(2) 財政状態に関する定性的情報

(3) 業績予想に関する定性的情報
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①棚卸資産の評価方法 

当第１四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前事業年度末の実地棚卸高

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。 

また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を

見積り、簿価切下げを行う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、事業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。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業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、前事業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。 

  

①棚卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

従来、原材料、貯蔵品の評価基準及び評価方法は、原価法( 終仕入原価法)によっておりましたが、

当第１四半期会計期間より主として先入先出法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)に

変更しております。この変更は、期間損益をより適正に表示することを目的に行ったものであります。

なお、この変更に伴う損益に与える影響額は、軽微であります。 

②「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

当第１四半期会計期間より、「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。 

なお、この変更に伴う損益に与える影響額は、営業利益、経常利益は軽微であり、税引前四半期純利

益は85,573千円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は

94,485千円であります。 

  

【追加情報】 

（役員退職慰労金制度の廃止） 

当社は、平成22年５月13日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度を廃止することを決議

し、平成22年６月29日開催の定時株主総会において、退職慰労金の打切り支給を決議いたしました。

これに伴い、当第１四半期会計期間において、役員退職慰労引当金を全額取崩し、打切り支給に伴

う未払額のうち25,700千円を流動負債の「その他」に、49,000千円を固定負債の「その他」に含めて

表示しております。 

  

該当事項はありません。 

  

2. その他の情報

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(3) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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3. 四半期財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末
(平成22年６月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,361,965 2,098,015

受取手形及び売掛金 2,014,134 2,071,887

製品 220,804 220,759

仕掛品 84,174 87,067

原材料及び貯蔵品 271,407 302,174

その他 42,536 40,660

貸倒引当金 △17,820 △6,560

流動資産合計 4,977,204 4,814,005

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 868,295 864,049

構築物（純額） 58,766 60,627

機械及び装置（純額） 901,686 947,002

車両運搬具（純額） 5,569 5,969

工具、器具及び備品（純額） 567,091 625,449

土地 1,726,170 1,726,170

リース資産（純額） 11,148 8,529

建設仮勘定 13,145 6,946

有形固定資産合計 4,151,873 4,244,744

無形固定資産

ソフトウエア 31,151 32,219

その他 6,897 －

無形固定資産合計 38,048 32,219

投資その他の資産

その他 557,956 615,277

貸倒引当金 △50,790 △64,020

投資その他の資産合計 507,166 551,257

固定資産合計 4,697,088 4,828,221

繰延資産

開発費 88,888 97,222

繰延資産合計 88,888 97,222

資産合計 9,763,181 9,739,449
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末
(平成22年６月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(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 645,615 728,377

短期借入金 2,180,399 2,213,876

未払金 1,670,693 1,666,108

未払法人税等 2,007 67,735

賞与引当金 30,000 100,000

その他 291,737 151,605

流動負債合計 4,820,452 4,927,704

固定負債

長期借入金 1,630,722 1,522,804

退職給付引当金 104,781 103,935

役員退職慰労引当金 － 73,100

資産除去債務 94,627 －

その他 712,507 645,123

固定負債合計 2,542,639 2,344,964

負債合計 7,363,092 7,272,668

純資産の部

株主資本

資本金 658,240 658,240

資本剰余金 211,245 211,245

利益剰余金 645,107 726,048

自己株式 △5,054 △4,988

株主資本合計 1,509,538 1,590,544

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 20,571 6,256

土地再評価差額金 869,979 869,979

評価・換算差額等合計 890,551 876,236

純資産合計 2,400,089 2,466,781

負債純資産合計 9,763,181 9,739,449
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(2) 四半期損益計算書

【第１四半期累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期累計期間
(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 2,045,348 2,439,789

売上原価 1,970,468 2,237,543

売上総利益 74,879 202,245

販売費及び一般管理費 118,945 163,715

営業利益又は営業損失（△） △44,065 38,530

営業外収益

受取利息 354 295

受取配当金 2,616 3,102

受取賃貸料 11,634 11,867

助成金収入 30,658 11,027

その他 4,525 2,368

営業外収益合計 49,789 28,660

営業外費用

支払利息 17,977 15,253

その他 3,938 3,253

営業外費用合計 21,916 18,506

経常利益又は経常損失（△） △16,191 48,683

特別利益

固定資産売却益 695 －

貸倒引当金戻入額 7,460 15,610

特別利益合計 8,155 15,610

特別損失

固定資産除却損 20,964 1,275

投資有価証券売却損 － 426

投資有価証券評価損 － 45,197

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 85,060

特別損失合計 20,964 131,960

税引前四半期純損失（△） △29,000 △67,666

法人税、住民税及び事業税 839 132

法人税等合計 839 132

四半期純損失（△） △29,839 △67,799
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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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