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（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 4,166 39.8 41 － 2 － 9 －
22年３月期第１四半期 2,981 △43.9 △353 － △364 － △228 －
 

 
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 0.56 －
22年３月期第１四半期 △13.97 －
 
(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 21,523 10,231 47.5 626.18
22年３月期 21,208 10,398 49.0 636.36
（参考）自己資本  23年３月期第１四半期 10,229百万円 22年３月期 10,396百万円 

 
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 － 0.00 0.00 
23年３月期 －  
23年３月期(予想)  2.00 － 2.00 4.00 

（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) 

8,800 30.1 180 － 130 － 60 － 3.67

通     期 17,300 11.3 280 160.8 170 310.3 60 － 3.67
（注）当四半期における業績予想の修正有無 ：無 

 



 

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。） 
 
(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 ：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）  

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年３月期１Ｑ 17,514,297株 22年３月期 17,514,297株
② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 1,177,282株 22年３月期 1,176,167株
③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年３月期１Ｑ 16,337,627株 22年３月期１Ｑ 16,342,923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、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 
 
※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。 
 なお、業績予想に関する事項は、四半期決算短信（添付資料）3ページ「(3)連結業績予想に関する定
性的情報」をご覧ください。
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１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

(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、一部に緩やかな回復がみられるものの、個

人消費の低迷や失業率の高止まり、為替の円高傾向、株価の低迷等、依然として予断を許さない

状況が続いております。一方、海外では、中国・インドを中心とする新興国が好調を維持してお

りますが、世界経済全体では本格的な景気回復には至っておりません。 

 当社グループが属する自動車業界におきましては、新興国の自動車販売が引き続き好調である

ものの、国内においては、政府の需要喚起策が本年９月末で終了となっており、下半期以降市場

の先行きが不透明な状況となっております。 

このような情勢のもと、当社グループの第１四半期連結累計期間における売上高は4,166百万

円（前年同四半期比39.8％増）、営業利益は41百万円（前年同四半期は353百万円の営業損

失）、経常利益は2百万円（前年同四半期は364百万円の経常損失）、四半期純利益は9百万円

（前年同四半期は228百万円の四半期純損失）となりました。 

 

 セグメントごとの業績は次のとおりであります。 

①自動車部品 

売上高は4,026百万円、 セグメント利益は67百万円となりました。 

②住宅 

売上高は126百万円、セグメント損失は20百万円となりました。 

③包装製品 

売上高は13百万円、セグメント損失は5百万円となりました。 

 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は21,523百万円（前連結会計年度末比315百万円

増）となりました。 

 このうち流動資産は、11,155百万円（前連結会計年度末比245百万円増）となりました。これ

は主に、現金及び預金が956百万円増加した一方、販売用不動産が292百万円減少したことや、未

収入金が344百万円減少したこと等によるものです。固定資産は、10,356百万円（前連結会計年

度末比69百万円増）となりました。これは主に、建設仮勘定が212百万円、建物が163百万円、繰

延税金資産が109百万円それぞれ増加した一方、投資有価証券が449百万円減少したこと等による

ものです。 

 

（負債） 

 当第１四半期連結会計期間末における負債は、11,291百万円（前連結会計年度末比482百万円

増）となりました。 

 このうち流動負債は6,229百万円（前連結会計年度末比353百万円減）となりました。これは主

に、短期借入金が578百万円減少した一方、未払金が185百万円増加したこと等によるものです。

固定負債は、5,062百万円（前連結会計年度末比835百万円増）となりました。これは主に、長期

借入金が973百万円増加し、退職給付引当金が189百万円減少したこと等によるものです。 

 

（純資産） 

当第１四半期連結会計期間末における純資産は10,231百万円（前連結会計年度末比166百万円

減）となりました。これは主に、その他有価証券評価差額金が192百万円減少したこと等による

ものです。 
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(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

現時点では、平成22年５月14日に公表いたしました第２四半期（累計）期間および通期の業績

予想値に変更はありません。 

 

２．その他の情報 

(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 

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変

化がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定し

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 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は、前連結会計年度末以降の経営環境等かつ、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、前連結会計年度末において使用し

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。 
 

④ 税金費用の計算 

 当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も

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。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

 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。 

 これにより、税金等調整前四半期純利益は、34,142千円減少しております。 

 

②「表示方法の変更」 

 （四半期連結損益計算書関係） 

 「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」の科目を表示しておりま

す。 

 

(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。 

 

(5) 追加情報 

 （退職給付引当金） 
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 当社は、従来、適格退職年金制度を採用しておりましたが、平成22年４年１日をもって確定給

付企業年金制度に移行し、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指

針第１号）を適用しております。 

 本移行により、特別利益として190,907千円を計上しております。 
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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：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 2,937,231  1,980,304

  受取手形及び売掛金 4,271,184  4,316,494

  商品及び製品 628,385  605,028

  原材料及び貯蔵品 394,037  342,865

  販売用不動産 452,829  745,117

  繰延税金資産 156,000  156,000

  不動産事業出資金 2,087,500  2,087,500

  その他 1,273,597  1,721,928

  貸倒引当金 △1,045,361  △1,045,487

  流動資産合計 11,155,404  10,909,750

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物（純額） 1,513,835  1,352,889

   機械装置及び運搬具（純額） 1,284,950  1,307,391

   工具、器具及び備品（純額） 644,258  699,629

   土地 2,098,203  2,008,450

   リース資産（純額） 137,195  134,170

   建設仮勘定 716,208  503,434

   有形固定資産合計 6,394,651  6,005,965

  無形固定資産 205,778  193,032

  投資その他の資産  

   投資有価証券 1,927,213  2,376,464

   繰延税金資産 864,506  754,674

   保険積立金 281,950  281,950

   その他 1,233,626  1,233,889

   貸倒引当金 △551,432  △559,258

   投資その他の資産合計 3,755,864  4,087,720

  固定資産合計 10,356,295  10,286,719

 繰延資産  

  開業費 11,973  11,841

  繰延資産合計 11,973  11,841

 資産合計 21,523,673  21,208,312
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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 3,345,148  3,283,698

  短期借入金 1,536,300  2,114,800

  １年内返済予定の長期借入金 463,728  463,439

  リース債務 26,690  20,642

  未払法人税等 10,225  21,373

  賞与引当金 97,942  185,214

  その他 749,033  493,612

  流動負債合計 6,229,068  6,582,781

 固定負債  

  長期借入金 3,525,577  2,552,398

  リース債務 135,741  117,964

  退職給付引当金 1,225,733  1,415,020

  長期未払金 139,810  139,810

  その他 35,924  1,782

  固定負債合計 5,062,786  4,226,975

 負債合計 11,291,855  10,809,756

（純資産の部）  

 株主資本  

  資本金 2,167,399  2,167,399

  資本剰余金 1,696,397  1,696,397

  利益剰余金 6,628,346  6,619,118

  自己株式 △289,800  △289,624

  株主資本合計 10,202,342  10,193,291

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 15,655  208,016

  為替換算調整勘定 11,874  △4,360

  評価・換算差額等合計 27,529  203,656

 少数株主持分 1,945  1,607

 純資産合計 10,231,818  10,398,555

負債純資産合計 21,523,673  21,208,312
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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: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 2,981,396  4,166,812

売上原価 2,762,941  3,477,038

売上総利益 218,455  689,774

販売費及び一般管理費 572,284  648,614

営業利益又は営業損失（△） △353,829  41,160

営業外収益  

 受取利息 7,074  8,401

 受取配当金 16,723  16,889

 受取賃貸料 4,295  4,298

 デリバティブ評価益 4,895  －

 その他 4,106  2,801

 営業外収益合計 37,095  32,390

営業外費用  

 支払利息 25,163  46,321

 支払手数料 20,134  12,248

 貸倒引当金繰入額 364  －

 その他 2,394  12,182

 営業外費用合計 48,056  70,753

経常利益又は経常損失（△） △364,789  2,797

特別利益  

 退職給付制度改定益 －  190,907

 その他 －  7,951

 特別利益合計 －  198,858

特別損失  

 固定資産除却損 2,804  677

 投資有価証券評価損 －  142,087

 その他 －  42,946

 特別損失合計 2,804  185,711

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（△） 

△367,594  15,945

法人税等 △134,774  6,657

少数株主損益調整前当期純利益 －  9,287

少数株主利益又は少数株主損失（△） △4,577  59

四半期純利益又は四半期純損失（△） △228,242  9,227
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

 

 (4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 

 

 

 
 


