
平成23年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 
平成22年８月５日 

 
上 場 会 社 名 河西工業株式会社 上場取引所 東 
コ ー ド 番 号 7256 ＵＲＬ http://www.kasai.co.jp 
代 表 者 (役職名) 取締役社長 (氏名) 渡邊 邦幸   
問合せ先責任者 (役職名) 常務執行役員 (氏名) 福田 史尋 (TEL) 0467-75-1125 
四半期報告書提出予定日 平成22年８月10日 配当支払開始予定日 － 
四半期決算補足説明資料作成の有無  ：無   
四半期決算説明会開催の有無  ：無  

 

（百万円未満切捨て） 

１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 
(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 29,635 48.0 2,524 － 2,435 － 1,438 － 
22年３月期第１四半期 20,020 △27.8 △1,597 － △1,693 － △1,579 － 
 

 
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 37.82 － 
22年３月期第１四半期 △41.58 － 
 
(2) 連結財政状態 

 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 71,445 19,136 23.1 433.26 
22年３月期 70,003 17,994 22.0 404.57 

（参考）自己資本  23年３月期第１四半期 16,475百万円 22年３月期 15,383百万円 

 
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 － 0.00 － 6.00 6.00 
23年３月期 －        
23年３月期(予想)  0.00 － 6.00 6.00 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

 
３．平成23年３月期の連結業績予想（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) 

60,000 35.5 4,200 － 3,900 － 1,900 － 49.97 

通     期 115,000 13.8 7,000 115.7 6,400 103.0 2,700 111.3 71.00 
（注）当四半期における業績予想の修正有無：有 

 



 

４．その他  
 
(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

（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。 

  
(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ：無 

（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 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有 
② ①以外の変更 ：無 
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）  

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年３月期１Ｑ 39,511,728株 22年３月期 39,511,728株 
② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 1,485,991株 22年３月期 1,485,991株 
③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年３月期１Ｑ 38,025,737株 22年３月期１Ｑ 37,987,864株 

 
（※ 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きの対象外であり、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に対する四半期レビュー
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） 

上記予想には、現時点で入手可能な情報に基づく将来の予測が含まれております。今後の事業運営
や為替の変動等内外の状況の変化により、実際の業績が記載の予想値と大幅に異なる可能性があり
ます。なお、上記予想に関する事項については、３ページ「1.当四半期の連結業績等に関する定性
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。 
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１１１１．．．．当四半期当四半期当四半期当四半期のののの連結業績等連結業績等連結業績等連結業績等にににに関関関関するするするする定性的情報定性的情報定性的情報定性的情報    

(1)(1)(1)(1)    連結経営成績連結経営成績連結経営成績連結経営成績にににに関関関関するするするする定性的情報定性的情報定性的情報定性的情報    

当第１四半期連結累計期間は、主要得意先の増産に伴い、売上高は前年度後半から回復基調が継

続しております。加えて、当社グループは、継続的かつ積極的に原価低減活動を実施してまいりま

した。 

この結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は296億35百万円と前年同期に比べ96億15百

万円の増加（+48.0％）、営業利益は25億24百万円（前年同期は15億97百万円の営業損失）、経常利

益は24億35百万円（前年同期は16億93百万円の経常損失）、四半期純利益は14億38百万円（前年同

期は15億79百万円の四半期純損失）となりました。 

なお、セグメントごとの業績は次のとおりであります。 

①日本 

政府のエコカーへの優遇策などにより、売上高は137億83百万円（前年同期比23.2％増）と

なり、原価低減効果もあり営業利益は９億39百万円（前年同期は営業損失11億91百万円）とな

りました。 

②北米 

北米市場での自動車需要の回復などにより、売上高は114億65百万円（前年同期比80.9％

増）となり、増産効果と原価低減活動のため営業利益は11億87百万円（前年同期は営業損失５

億42百万円）となりました。 

③欧州 

得意先増産効果などから売上高は24億22百万円（前年同期比107.9％増）となり、原価低減

効果活動の結果、営業利益は２億69百万円（前年同期は営業損失71百万円）となりました。 

④アジア 

中国が引続き堅調に推移し、アセアン地域での子会社売上の寄与などにより、売上高は19億

63百万円（前年同期比48.2％増）となり、営業利益は３億98百万円（前年同期比36.5％増）と

なりました。 

 

(2)(2)(2)(2)    連結財政状態連結財政状態連結財政状態連結財政状態にににに関関関関するするするする定性的情報定性的情報定性的情報定性的情報    

①資産、負債、純資産の状況 

 当第１四半期連結会計期間末における状況は以下のとおりであります。 

（資産） 

総資産は714億45百万円と前連結会計年度末に比べ14億42百万円の増加（+2.1％）となりまし

た。主な増加は、現金及び預金12億24百万円、受取手形及び売掛金９億24百万円であり、主な減

少は、償却の進行に伴う有形固定資産４億26百万円であります。 

（負債） 

負債は523億９百万円と前連結会計年度末に比べ３億円の増加（+0.6％）となりました。主な

増加は、支払手形及び買掛金５億85百万円であり、主な減少は、借入金３億63百万円でありま

す。 

（純資産） 

純資産は191億36百万円と前連結会計年度末に比べ11億42百万円の増加（+6.3％）となりまし

た。主な増加は、利益剰余金14億38百万円であり、主な減少は配当金の支払い２億28百万円であ

ります。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、38億51百

万円と前年同期に比べ24億61百万円の増加となりました。なお、当四半期連結累計期間における

キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 
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(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動の結果、得られた資金は40億29百万円となりました。これは主に税金等調整前四半

期純利益が23億97百万円と減価償却費の20億62百万円によるものであります。 
 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果、使用した資金は11億13百万円となりました。これは主に有形固定資産の取

得による支出14億８百万円によるものであります。 
 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動の結果、使用した資金は16億87百万円となりました。これは主にリース債務の返済

による支出８億51百万円、配当金の支払額２億28百万円、借入金の返済による支出３億63百万

円によるものであります。 

 

(3)(3)(3)(3)    連結業績予想連結業績予想連結業績予想連結業績予想にににに関関関関するするするする定性的情報定性的情報定性的情報定性的情報    

今後の見通しにつきましては、売上高が前回予想を上回る見通しであることと原価低減活動の成

果により、営業利益、経常利益、四半期（当期）純利益とも、前回予想を上回る見込みであります。 

このような最近の業績の動向を踏まえ、平成22年５月10日に公表しました平成23年３月期（平成

22年４月１日～平成23年３月31日）の第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想を下記のと

おり修正いたします。 

なお、為替レートについて、今後のレートは、1米ドル＝87円、1ポンド＝132円と想定しています。

通期平均では、１米ドル＝89円、１ポンド＝135円で想定しております。 

 

＜第２四半期（累計）業績見通し＞ 

連結売上高          600億円 （対前年同期比 35.5％増） 

連結営業利益         42億円 （対前年同期比  －％） 

連結経常利益         39億円 （対前年同期比  －％） 

連結四半期純利益       19億円 （対前年同期比  －％） 

 

＜通期業績見通し＞ 

連結売上高         1,150億円 （対前期比    13.8％増） 

連結営業利益         70億円 （対前期比   115.7％増） 

連結経常利益         64億円 （対前期比   103.0％増） 

連結当期純利益        27億円 （対前期比   111.3％増） 

 

※上記予想は本資料の発表日現在において、当社が入手可能な情報に基づき作成したものであ

り実際の業績は、経済情勢等様々な不確定要因により、予測数値と異なる場合があります。 

 

２２２２．．．．そのそのそのその他他他他のののの情報情報情報情報    

(1)(1)(1)(1)    重要重要重要重要なななな子会社子会社子会社子会社のののの異動異動異動異動のののの概要概要概要概要    

該当事項はありません。 

 

(2)(2)(2)(2)    簡便簡便簡便簡便なななな会計処理及会計処理及会計処理及会計処理及びびびび特有特有特有特有のののの会計処理会計処理会計処理会計処理のののの概要概要概要概要    

該当事項はありません。 

 

(3)(3)(3)(3)    会計処理会計処理会計処理会計処理のののの原則原則原則原則・・・・手続手続手続手続、、、、表示方法等表示方法等表示方法等表示方法等のののの変更変更変更変更のののの概要概要概要概要    

① 会計処理の原則・手続の変更 

「資産除去債務に関する会計基準」の適用 

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。 
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これにより税金等調整前四半期純利益が36百万円減少しております。なお、営業利益及び経常利

益に与える影響は軽微であります。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48百万円であります。 

 

② 表示方法の変更 

「連結財務諸表に関する会計基準」の適用 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づき財

務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用に伴

い、当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示して

おります。 

 

(4)(4)(4)(4)    継続企業継続企業継続企業継続企業のののの前提前提前提前提にににに関関関関するするするする重要事象等重要事象等重要事象等重要事象等のののの概要概要概要概要    

該当事項はありません。 
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３３３３....【【【【四半期連結財務諸表四半期連結財務諸表四半期連結財務諸表四半期連結財務諸表】】】】    

 

(1) (1) (1) (1) 四半期四半期四半期四半期連結貸借対照表連結貸借対照表連結貸借対照表連結貸借対照表    

 （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  3,851  2,626 

  受取手形及び売掛金  16,479  15,554 

  製品  426  439 

  仕掛品  3,396  3,299 

  原材料及び貯蔵品  2,078  2,114 

  その他  2,683  2,514 

  貸倒引当金  △5  △5 

  流動資産合計  28,909  26,543 

 固定資産     

  有形固定資産     

   建物及び構築物  26,996  26,863 

    減価償却累計額  △13,563  △13,317 

    減損損失累計額  △81  △81 

    建物及び構築物（純額）  13,351  13,464 

   機械装置及び運搬具  38,748  38,579 

    減価償却累計額  △29,017  △28,625 

    減損損失累計額  △22  △22 

    機械装置及び運搬具（純額）  9,708  9,931 

   工具、器具及び備品  21,893  22,116 

    減価償却累計額  △16,968  △17,194 

    減損損失累計額  △0  △0 

    工具、器具及び備品（純額）  4,925  4,922 

   土地  5,647  5,647 

   建設仮勘定  2,309  2,402 

   有形固定資産合計  35,942  36,368 

  無形固定資産  1,804  1,960 

  投資その他の資産     

   投資有価証券  3,588  3,954 

   その他  1,418  1,337 

   貸倒引当金  △216  △161 

   投資その他の資産合計  4,789  5,130 

  固定資産合計  42,535  43,459 

 資産合計  71,445  70,003 
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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  12,737  12,152 

  短期借入金  8,725  12,600 

  未払法人税等  892  1,039 

  賞与引当金  395  737 

  その他  8,437  7,865 

  流動負債合計  31,187  34,395 

 固定負債     

  長期借入金  16,099  12,588 

  退職給付引当金  2,130  2,108 

  その他  2,891  2,916 

  固定負債合計  21,121  17,613 

 負債合計  52,309  52,008 

（純資産の部）     

 株主資本     

  資本金  5,821  5,821 

  資本剰余金  5,156  5,156 

  利益剰余金  10,024  8,814 

  自己株式  △481  △481 

  株主資本合計  20,520  19,310 

 評価・換算差額等     

  その他有価証券評価差額金  781  1,022 

  為替換算調整勘定  △4,827  △4,948 

  評価・換算差額等合計  △4,045  △3,926 

 少数株主持分  2,661  2,610 

 純資産合計  19,136  17,994 

負債純資産合計  71,445  70,003 
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(2)(2)(2)(2)    四半期四半期四半期四半期連結損益計算書連結損益計算書連結損益計算書連結損益計算書    

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  20,020  29,635 

売上原価  19,415  24,542 

売上総利益  604  5,092 

販売費及び一般管理費  2,202  2,568 

営業利益又は営業損失（△）  △1,597  2,524 

営業外収益     

 受取利息  4  14 

 受取配当金  24  20 

 その他  57  43 

 営業外収益合計  87  77 

営業外費用     

 支払利息  124  125 

 為替差損  45  35 

 その他  13  6 

 営業外費用合計  183  166 

経常利益又は経常損失（△）  △1,693  2,435 

特別利益     

 固定資産売却益  0  1 

 貸倒引当金戻入額  31  0 

 特別利益合計  32  1 

特別損失     

 固定資産除却損  8  2 

 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額  －  36 

 その他  －  1 

 特別損失合計  8  40 

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（△） 

 △1,669  2,397 

法人税、住民税及び事業税  △74  829 

過年度法人税等  △265  12 

法人税等調整額  264  △82 

法人税等合計  △75  759 

少数株主損益調整前四半期純利益  －  1,637 

少数株主利益又は少数株主損失（△）  △14  198 

四半期純利益又は四半期純損失（△）  △1,579  1,438 
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(3)(3)(3)(3)    四半期連結四半期連結四半期連結四半期連結キャッシュキャッシュキャッシュキャッシュ・・・・フローフローフローフロー計算書計算書計算書計算書    

  (単位:百万円) 

 

 

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（△） 

 △1,669  2,397 

 減価償却費  1,913  2,062 

 引当金の増減額(△は減少)  △274  △265 

 受取利息及び受取配当金  △29  △34 

 支払利息  124  125 

 有形固定資産売却損益(△は益)  △0  △1 

 有形固定資産除却損  8  2 

 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額  －  36 

 売上債権の増減額(△は増加)  169  △852 

 たな卸資産の増減額(△は増加)  503  △38 

 仕入債務の増減額(△は減少)  △905  554 

 その他  236  1,124 

 小計  76  5,111 

 利息及び配当金の受取額  29  34 

 利息の支払額  △161  △130 

 法人税等の支払額  △176  △985 

 営業活動によるキャッシュ・フロー  △231  4,029 

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  △1,488  △1,408 

 有形固定資産の売却による収入  162  343 

 その他  △186  △48 

 投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,512  △1,113 

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)  1,323  △4,280 

 長期借入れによる収入  1,500  4,276 

 長期借入金の返済による支出  △569  △392 

 リース債務の返済による支出  －  △851 

 配当金の支払額  △171  △228 

 少数株主への配当金の支払額  △39  △211 

 その他  △514  － 

 財務活動によるキャッシュ・フロー  1,528  △1,687 

現金及び現金同等物に係る換算差額  99  △4 

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)  △116  1,224 

現金及び現金同等物の期首残高  1,505  2,626 

現金及び現金同等物の四半期末残高  1,389  3,851 
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(4)(4)(4)(4)    継続企業継続企業継続企業継続企業のののの前提前提前提前提にににに関関関関するするするする注記注記注記注記    

 

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） 

該当事項はありません。 

 

 

(5)(5)(5)(5)    セグメントセグメントセグメントセグメント情報情報情報情報    

【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）及び当第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）における全セグメントの売上高の

合計及び営業損益の絶対値に占める「自動車内装部品事業」の割合が90％を超えているため、事業

の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

 

【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） 
 

    
日本 

(百万円) 

北米 

(百万円) 

欧州 

(百万円) 

アジア 

(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 11,192 6,338 1,165 1,324 20,020 － 20,020 

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 

297 － － 22 320 （320） － 

計 11,489 6,338 1,165 1,347 20,340 （320） 20,020 

営業利益又は営業損失(△) △1,191 △542 △71 291 △1,513 （84） △1,597 

(注) １ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(1) 国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。 

(2) 「北米」の区分に属する主な国又は地域は、米国であります。 

(3) 「欧州」の区分に属する主な国又は地域は、英国であります。 

(4) 「アジア」の区分に属する主な国又は地域は、中国であります。 

 

【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） 

 北米 欧州 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 6,338 1,168 1,648 9,155 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － 20,020 

Ⅲ 連結売上高に占める海外
売上高の割合（％） 

31.7 5.8 8.2 45.7 

(注) １ 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。 

２ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(1) 国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。 

(2) 「北米」の区分に属する主な国又は地域は、米国であります。 

(3) 「欧州」の区分に属する主な国又は地域は、英国であります。 

(4) 「その他の地域」の区分に属する主な国又は地域は、中国であります。 
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【セグメント情報】 

１ 報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社グループ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、当社の取締役会が、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。 

当社グループは、主に自動車内装部品を生産・販売しており、国内においては当社及び国内関係

会社が、海外においては北米（米国、メキシコ）、欧州（英国）、アジア（主に中国）の各地域を

M-TEK INC.(米国）、カサイメヒカーナ（メキシコ）、R-TEK Ltd.（英国）、広州河西汽車内飾件㈲

（中国）及びその他の現地法人が、それぞれ担当しております。現地法人はそれぞれ独立した経営

単位であり、取り扱う製品について各地域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、当社グループは、生産・販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成され

ており、「日本」、「北米」、「欧州」、及び「アジア」の4つを報告セグメントとしております。

各報告セグメントでは、自動車内装部品の生産・販売が90%以上を占めております。 

 

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：百万円） 

報告セグメント 
 

日本 北米 欧州 アジア 計 

調整額 
(注)１ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)２ 

売上高        

  外部顧客への売上高 13,783 11,465 2,422 1,963 29,635 － 29,635 

  セグメント間の内部
売上高又は振替高 

1,395 － － 102 1,497 △1,497 － 

計 15,179 11,465 2,422 2,065 31,133 △1,497 29,635 

セグメント利益 939 1,187 269 398 2,795 △270 2,524 

(注) １．セグメント利益の調整額△270百万円は、セグメント間取引消去であります。 

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。 

 

３ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

 

（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。 

 

 

(6)(6)(6)(6)    株主資本株主資本株主資本株主資本のののの金額金額金額金額にににに著著著著しいしいしいしい変動変動変動変動があったがあったがあったがあった場合場合場合場合のののの注記注記注記注記    

 

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） 

該当事項はありません。 

 


