
  

  

  

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） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（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） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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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  52,242  50.5  3,807  －  3,514  －  1,873  －

22年３月期第１四半期  34,720  △38.8  △2,976  －  △2,996  －  △3,446  －

  
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  41  51  37  81

22年３月期第１四半期  △76  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  180,644  41,919  18.7  749  79

22年３月期  178,897  40,860  18.4  727  80

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 33,850百万円 22年３月期 32,859百万円

  
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  0  00

23年３月期  －      

23年３月期（予想）  －      －      6 00  6  00

  （％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）  95,000  24.4  2,800  －  2,500  －  1,000  －  22  15

通期  188,000  7.1  5,500  153.3  4,800  140.4  1,800  －  39  87



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

（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） 

（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：有 

   （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） 

  
  

※  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報告書のレビュー手続きを実施しています。  

  

※  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。   

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 45,581,809株 22年３月期 45,581,809株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 435,525株 22年３月期 432,352株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 45,147,337株 22年３月期１Ｑ 45,150,474株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、海外経済の回復を背景とした輸出、生産の増加などから緩やか

な回復を続けているものの、個人消費は厳しい雇用、所得環境が続く中、経済対策の効果もあり堅調に推移しまし

た。世界経済は、高成長を続ける中国をはじめとしたアジア諸国が牽引し緩やかに回復しましたが、ギリシャに端を

発した南欧諸国の財政危機による市場の混乱もあり、先行きは不透明な状況が続いております。          

 このような状況のなか、当社グループの連結売上高は522億42百万円（前年同期比50.5%増加）、連結営業利益は38

億７百万円（前年同期は29億76百万円の営業損失）、連結経常利益は35億14百万円（前年同期は29億96百万円の経常

損失）、米国合弁会社解散に伴う清算損失１億81百万円と投資有価証券評価損２億99百万円の特別損失を計上したこ

とにより、四半期純利益は18億73百万円（前年同期は34億46百万円の四半期純損失）となりました。 

セグメント情報は次のとおりです。 

 輸送用機器関連事業は、売上高は日本でのエコカー減税・補助金による販売の増加、北米の回復とアジアでの好調

の維持により、505億52百万円（前年同期比51.9%増加）となり、営業利益は38億83百万円（前年同期は27億98百万円

の営業損失）となりました。 

 情報サービス事業の売上高は17億94百万円（前年同期比13.8％増加）、営業損失１億82百万円（前年同期は２億26

百万円の営業損失）となりました。 

 その他事業は、売上高は15億１百万円（前年同期比40.7％増加）、営業利益は92百万円（前年同期比228.9％増

加）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期末における資産の残高は、1,806億44百万円（前連結会計年度末1,788億97百万円）となり、17億46百

万円増加しました。流動資産は974億30百万円となり42億67百万円増加し、固定資産は、832億13百万円となり25億21

百万円減少しました。  

 流動資産の残高は、現金及び預金が７億93百万円減少しましたが、受取手形及び売掛金が35億45百万円増加、たな

卸資産が５億20百万円増加したことが主な増加の要因です。固定資産の残高は、投資有価証券が26億24百万円減少し

たことが主な要因です。 

 当第１四半期末における負債の残高は、1,387億24百万円（前連結会計年度末1,380億37百万円）となり、６億87百

万円増加しました。流動負債は、944億63百万円となり13億33百万円増加し、固定負債は442億60百万円となり６億46

百万円減少しました。 

 流動負債の残高は、未払金及び未払費用が９億71百万円増加、賞与引当金が８億93百万円増加したことが主な要因

です。固定負債の残高は、繰延税金負債が６億78百万円減少したことが主な要因です。  

 当第１四半期末における純資産の残高は、419億19百万円（前連結会計年度末408億60百万円）となり、10億59百万

円増加しました。これは利益剰余金の増加が主な要因です。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 業績予想は現時点において入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後様々な要因により、予想数値

と異なる可能性があります。特にエコカー補助金の終了による今後の自動車生産台数の減少がどの程度業績に影響す

るのか不透明な部分が多くあるため、業績予想につきましては平成22年５月12日公表時から変更しておりません。 

  

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 当第１四半期連結会計期間において連結子会社㈱サンユーが連結子会社㈱エムテックを吸収合併したため、連結子

会社が１社減少しております。  

変更後の連結子会社数  31社  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

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出に関しては、実地棚卸を省略し前会計年度末に係る実地棚卸高を

基礎として合理的な方法により算定しております。 

②固定資産の減価償却の算定方法 

 減価償却の方法として定率法を採用している固定資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間 

按分して算定しております。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

２．その他の情報
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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 

 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、且つ、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会社については、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り算定しております。また、前連結会計年度末以降に経営環境等、又は、一時差

異等の発生状況に著しい変化が認められた会社については、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・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①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。  

 なお、この変更に伴う損益に与える影響はありません。 

  

②連結財務諸表に関する会計基準の適用に伴う表示方法の変更  

「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）に基づく「財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する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）の適用によ

り、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。 

  

③前第１四半期連結会計期間において、区分掲記しておりました「法人税、住民税及び事業税」及び「法人税等調

整額」は、当第１四半期連結会計期間では「法人税等」に一括掲記することとしました。 

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。  
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３．四半期連結財務諸表 
（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 23,640 24,434

受取手形及び売掛金 42,131 38,585

有価証券 796 1,040

商品及び製品 8,237 7,828

仕掛品 5,341 2,903

原材料及び貯蔵品 8,863 11,189

繰延税金資産 840 510

その他 8,037 7,087

貸倒引当金 △458 △417

流動資産合計 97,430 93,163

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 53,405 52,968

減価償却累計額 △36,011 △35,443

建物及び構築物（純額） 17,393 17,525

機械装置及び運搬具 97,596 97,573

減価償却累計額 △76,778 △76,185

機械装置及び運搬具（純額） 20,818 21,387

工具、器具及び備品 47,651 47,505

減価償却累計額 △44,622 △44,273

工具、器具及び備品（純額） 3,029 3,231

土地 5,885 5,835

リース資産 3,127 3,538

減価償却累計額 △1,583 △1,825

リース資産（純額） 1,543 1,712

建設仮勘定 2,717 1,581

有形固定資産合計 51,387 51,274

無形固定資産 3,777 3,404

投資その他の資産   

投資有価証券 17,830 20,454

長期貸付金 265 388

繰延税金資産 247 256

長期前払費用 8,246 8,562

その他 1,513 1,448

貸倒引当金 △55 △54

投資その他の資産合計 28,048 31,056

固定資産合計 83,213 85,734

資産合計 180,644 178,897
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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 18,745 18,444

短期借入金 41,659 42,718

1年内償還予定の社債 310 310

1年内償還予定の新株予約権付社債 6,700 6,700

未払金及び未払費用 18,574 17,603

未払法人税等 787 870

賞与引当金 3,111 2,218

製品保証引当金 1,727 1,725

その他の引当金 5 2

その他 2,841 2,537

流動負債合計 94,463 93,129

固定負債   

社債 300 300

長期借入金 36,616 36,582

繰延税金負債 5,218 5,897

引当金 657 752

その他 1,467 1,375

固定負債合計 44,260 44,907

負債合計 138,724 138,037

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,885 9,885

資本剰余金 15,718 15,718

利益剰余金 12,026 10,163

自己株式 △337 △335

株主資本合計 37,292 35,432

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,353 3,653

為替換算調整勘定 △5,795 △6,226

評価・換算差額等合計 △3,442 △2,572

少数株主持分 8,069 8,000

純資産合計 41,919 40,860

負債純資産合計 180,644 178,897
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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 34,720 52,242

売上原価 33,278 43,229

売上総利益 1,441 9,013

販売費及び一般管理費 4,417 5,205

営業利益又は営業損失（△） △2,976 3,807

営業外収益   

受取利息 43 36

受取配当金 94 94

有価証券売却益 1 －

負ののれん償却額 62 0

持分法による投資利益 44 267

その他 340 218

営業外収益合計 585 618

営業外費用   

支払利息 326 304

為替差損 134 411

その他 144 195

営業外費用合計 605 911

経常利益又は経常損失（△） △2,996 3,514

特別利益   

前期損益修正益 217 1

固定資産売却益 9 0

その他 7 72

特別利益合計 233 73

特別損失   

固定資産除却損 17 5

役員退職慰労金 14 －

投資有価証券評価損 76 299

その他 135 238

特別損失合計 244 543

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（△）

△3,007 3,045

法人税、住民税及び事業税 473 －

法人税等調整額 △73 －

法人税等合計 400 736

少数株主損益調整前四半期純利益 － 2,308

少数株主利益 38 434

四半期純利益又は四半期純損失（△） △3,446 1,873

- 6 -



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（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（△）

△3,007 3,045

減価償却費 2,963 2,810

貸倒引当金の増減額（△は減少） 45 38

受取利息及び受取配当金 △137 △131

支払利息 326 304

持分法による投資損益（△は益） △44 △267

有形固定資産売却損益（△は益） △8 0

売上債権の増減額（△は増加） 4,849 △3,226

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,393 △380

仕入債務の増減額（△は減少） △3,708 △332

その他 958 2,631

小計 4,631 4,491

利息及び配当金の受取額 118 139

利息の支払額 △228 △198

法人税等の支払額 △248 △926

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,272 3,505

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の売却による収入 109 －

有形固定資産の取得による支出 △1,769 △2,863

有形固定資産の売却による収入 60 348

投資有価証券の取得による支出 △149 △389

投資有価証券の売却による収入 36 184

貸付けによる支出 △901 △751

貸付金の回収による収入 688 572

その他 △1,187 △514

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,112 △3,412

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） 1,553 △795

長期借入れによる収入 2,704 564

長期借入金の返済による支出 △1,026 △636

少数株主への配当金の支払額 △82 △128

その他 △279 △448

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,868 △1,444

現金及び現金同等物に係る換算差額 267 97

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,296 △1,254

現金及び現金同等物の期首残高 20,327 23,553

現金及び現金同等物の四半期末残高 24,623 22,299
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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．事業区分の方法  

  当社の事業区分の方法は、内部管理上採用している区分によっております。 

  ２．各事業の主な製品 

 (1)輸送用機器関連事業……ワイパモータ、スタータモータ、ファンモータ 

 (2)情報処理関連事業……システムインテグレーションサービス、情報処理サービス、ソフトウエア開発 

 (3)その他事業……運輸・倉庫業、業務代行 

  

〔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．国又は地域の区分は、市場及び販売活動等の類似性の相違によって区分しております。  

  ２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

  米州……………米国、メキシコ、ブラジル 

  アジア…………フィリピン、ベトナム、中国、インドネシア、インド 

   ヨーロッパ……イタリア、イギリス、フランス、ハンガリー 

   

〔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、地理的近接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。 

  米州……………米国、メキシコ、ブラジル等 

  アジア…………インドネシア、タイ、台湾、中国、フィリピン、ベトナム、インド等 

  ヨーロッパ……イタリア、フランス、イギリス、オーストリー等 

  その他…………オーストラリア等 

  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。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
輸送用機器
関連事業 
（百万円） 

情報処理
関連事業 
（百万円） 

その他事業
（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 33,273 1,378 68  34,720  － 34,720

(2)セグメント間の内部売上高又は振

替高 
0 198 998  1,197  (1,197) －

計 33,273 1,576 1,066  35,917  (1,197) 34,720

営業利益（又は営業損失） (2,798) (226) 28  (2,996)  20 (2,976)

  
日本 

（百万円） 
米州

（百万円） 
アジア

（百万円） 
ヨーロッパ
（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  19,288 6,967 7,229 1,234  34,720  － 34,720

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 5,046 4 1,983 20  7,055 (7,055) －

計  24,335 6,972 9,213 1,254  41,775 (7,055) 34,720

営業利益（又は営業損失）  (2,265) (710) 303 (170)  (2,842)  (133) (2,976)

  米州 アジア ヨーロッパ その他 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 7,164 8,241 1,126  36 16,568

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － －  － 34,720

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 20.6 23.7 3.3  0.1 47.7
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〔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、「輸送用機器関連事業」、「情報サービス事業」及び「その他事業」の３つを報告セグメントと

しております。 

「輸送用機器関連事業」では輸送用機器関連事業及び自動車用品事業の２つの事業セグメントを集約してお

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） 

      （注）１．セグメント利益の調整額14百万円は、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  

（固定資産に係る重要な減損損失）  

 該当事項はありません。 

（のれんの金額の重要な変動）  

 輸送用機器関連事業において子会社間にて株式の売買が行われました。 

 なお、当該事象によるのれんの増加額は、当第１四半期連結累計期間においては22百万円であります。 

  

（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。  

  

  

  
  

報告セグメント
  

計
（百万円） 

調整額 
（注）１ 
（百万円） 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 

（注）２ 
（百万円） 

輸送用機器
関連事業 
（百万円） 

情報サービス
事業 

（百万円） 

その他事業
（百万円） 

売上高                                

(1)外部顧客に対する売上高 50,552 1,627 63  52,242  － 52,242

(2)セグメント間の内部売上高又は振

替高 
0 167 1,438  1,605  (1,605) －

計 50,552 1,794 1,501  53,848  (1,605) 52,242

セグメント利益（又はセグメント損失） 3,883 (182) 92  3,793  14 3,807

（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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