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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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2四半期 28,156 17.6 2,369 155.4 2,437 194.5 1,357 240.3
22年3月期第2四半期 23,937 △29.2 927 △68.0 827 △72.2 398 △77.0

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2四半期 169.35 ―

22年3月期第2四半期 49.76 ―

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2四半期 60,363 26,052 34.2 2,577.16
22年3月期 62,001 25,715 32.8 2,539.86

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  20,651百万円 22年3月期  20,352百万円

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  
 

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 ― 10.00 ― 12.00 22.00

23年3月期 ― 12.00

23年3月期 
（予想）

― 12.00 24.00

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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無  
 

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

通期 57,800 7.5 4,500 46.8 4,550 41.3 2,500 17.2 311.98



(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  

(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は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成22年４月26日公表の連結業績予想は、平成22年９月27日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」において修正しておりますのでご参照下さ
い。 
２．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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につい
ては、四半期決算短信【添付資料】P.３「(3) 連結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「２.その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

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2Q 8,737,200株 22年3月期  8,737,200株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  723,982株 22年3月期  723,942株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 8,013,224株 22年3月期2Q 8,013,435株
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当第２四半期連結累計期間における国内外の経済情勢は、国内では景気に引き続き持ち直しの動きが見
られたものの、円高の進行やデフレの継続、厳しい雇用情勢が続くなど、依然として先行き不透明な状況
が続きました。海外におきましては、欧州において金融不安が見られ深刻な状況が続きましたが、米国で
は政策効果等により緩やかな景気回復が続き、また、中国やインドでの内需拡大を背景にアジアを中心と
して景気は総じて回復傾向で推移しました。 
自動車業界におきましては、国内ではエコカー減税や補助金効果等によりハイブリッド車など低燃費車

を中心に引き続き堅調な販売となり、輸出も緩やかな増加が続いたことなどから、国内生産は回復基調で
推移しました。海外におきましても、中国やインドなどの新興国の内需拡大に加えて、米国において販売
に回復の動きが見られたことから、生産、販売は増加傾向で推移いたしました。 
このような状況のもと当社グループは、引き続き現地生産体制の増強及び国内外における収益体質の強

化を図ってまいりました。 
当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、国内及び北米、中国を中心に車体部品の売上が増加

したことなどにより売上高は28,156百万円(前年同期比17.6％増)となり、増量効果等により営業利益は
2,369百万円(前年同期比155.4％増)、経常利益は2,437百万円(前年同期比194.5％増)、四半期純利益は
1,357百万円(前年同期比240.3％増)となりました。 
各セグメントの業績は次のとおりであります。 

①日本 
国内につきましては、主要得意先の生産が増加基調で推移し、車体部品の売上が増加したことなどによ

り、売上高は13,057百万円(前年同期比14.9％増)、営業利益は555百万円(前年同期は営業損失210百万円)
となりました。 
②北米 
北米につきましては、為替換算の影響がありましたものの、主要得意先の生産が増加基調で推移し、車

体部品の売上が増加したことにより売上高は3,020百万円(前年同期比83.9％増)、営業利益は330百万円
（前年同期は営業損失108百万円）となりました。 
③アジア 
アジアにつきましては、中国における主要得意先の生産が増加基調で推移し、車体部品の売上が増加し

たことにより、売上高は9,105百万円(前年同期比14.5％増)、営業利益は1,049百万円(前年同期比41.7％
増)となりました。 
④中南米 
中南米につきましては、ブラジルにおける車体部品の売上は僅かに減少しましたが、為替換算の影響等

により売上高は3,199百万円(前年同期比0.5％増)、営業利益は300百万円(前年同期比16.6％減)となりま
した。 

  
(注) セグメントの前年同期比は、参考として記載しております。 

  

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報
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当第２四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末より1,637百万円減少し、60,363
百万円となりました。これは主に、現金及び預金、仕掛品の増加、売掛金の減少等によるものでありま
す。 
負債合計は、前連結会計年度末より1,974百万円減少し、34,311百万円となりました。これは主に、借

入金の返済が進んだことなどによるものであります。 
純資産合計は、利益剰余金の増加及び為替換算調整勘定等により前連結会計年度末より336百万円増加

し、26,052百万円となりました。 
  
当第２四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、前連結会計年

度末より631百万円増加し、2,438百万円となりました。 
当第２四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりでありま

す。 
 (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、5,725百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益

が2,453百万円、有形固定資産等の減価償却費3,366百万円、売上債権の減少額931百万円、たな卸資産の
増加額△661百万円など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、3,264百万円となりました。これは主に、国内外の新規車種生産用設

備の取得、国内における埼玉工場の生産設備への投資、中国及びブラジルにおける生産能力増強のための
機械設備の取得等、有形固定資産の取得による支出△3,253百万円など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、1,744百万円となりました。これは主に、長期借入れによる収入1,860

百万円、長期借入金の返済による支出△2,949百万円などによるものであります。 
  

今後の見通しにつきましては、国内では円高の進行やデフレの継続、厳しい雇用環境が続き、内需主導
による自律的な景気回復の動きは弱く、先行き不透明な状況が続くものと考えられます。一方、海外にお
きましては、欧州の金融不安による景気下振れリスクはありますものの、中国及びインド等の新興国市場
の成長等により総じて緩やかな回復基調で推移するものと思われます。 
当社グループは、競争力の強化に向け、引き続き海外における生産体制の強化と合わせ国内外における

収益体質の強化を図ってまいります。 
平成23年３月期の業績予想につきましては、平成22年９月27日に公表いたしました業績予想に変更はご

ざいません。 
  
  

該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 
  

 (「資産除去債務に関する会計基準」等の適用) 
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、当第２四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益はそれぞれ1,103千円減少し、税金
等調整前四半期純利益は40,978千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70,879千円であります。 

  

(2) 連結財政状態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

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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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２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 3,491,540 2,727,432

受取手形及び売掛金 7,689,407 8,514,831

製品 253,861 250,926

仕掛品 1,937,233 1,192,606

原材料 608,129 764,849

貯蔵品 232,454 243,954

その他 1,439,647 1,657,602

流動資産合計 15,652,273 15,352,205

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 13,240,685 13,848,853

機械装置及び運搬具（純額） 9,976,126 11,009,208

工具器具及び備品（純額） 3,804,724 5,302,073

土地 7,184,300 7,273,623

建設仮勘定 2,853,502 1,187,323

有形固定資産合計 37,059,339 38,621,083

無形固定資産 533,400 499,774

投資その他の資産

投資有価証券 6,424,290 6,738,717

その他 694,465 789,678

投資その他の資産合計 7,118,756 7,528,396

固定資産合計 44,711,495 46,649,253

資産合計 60,363,769 62,001,458

負債の部

流動負債

買掛金 4,904,114 5,028,556

短期借入金 11,137,000 11,393,240

1年内返済予定の長期借入金 4,195,918 4,864,960

未払法人税等 98,839 48,939

賞与引当金 535,232 513,201

役員賞与引当金 14,250 29,500

その他 2,667,914 3,149,926

流動負債合計 23,553,269 25,028,324
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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)

固定負債

長期借入金 9,012,088 9,457,702

退職給付引当金 500,847 484,886

役員退職慰労引当金 398,627 397,186

資産除去債務 71,311 －

その他 775,055 917,464

固定負債合計 10,757,930 11,257,239

負債合計 34,311,200 36,285,564

純資産の部

株主資本

資本金 1,531,708 1,531,708

資本剰余金 1,620,525 1,620,525

利益剰余金 20,854,539 19,593,638

自己株式 △1,060,066 △1,059,992

株主資本合計 22,946,705 21,685,878

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 764,829 841,617

為替換算調整勘定 △3,060,184 △2,174,958

評価・換算差額等合計 △2,295,355 △1,333,341

少数株主持分 5,401,219 5,363,356

純資産合計 26,052,569 25,715,894

負債純資産合計 60,363,769 62,001,458
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(2) 四半期連結損益計算書

【第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

売上高 23,937,577 28,156,995

売上原価 21,083,834 23,887,002

売上総利益 2,853,742 4,269,993

販売費及び一般管理費 1,925,766 1,900,066

営業利益 927,975 2,369,926

営業外収益

受取利息 22,382 37,995

受取配当金 16,000 17,136

持分法による投資利益 － 213,901

為替差益 68,438 －

その他 113,450 95,503

営業外収益合計 220,271 364,537

営業外費用

支払利息 280,497 235,589

持分法による投資損失 38,764 －

為替差損 － 46,294

その他 1,384 14,952

営業外費用合計 320,646 296,835

経常利益 827,600 2,437,628

特別利益

固定資産売却益 2,107 3,915

投資有価証券売却益 536,584 －

子会社清算益 － 19,801

持分変動利益 － 175,275

特別利益合計 538,691 198,992

特別損失

固定資産売却損 124 201

固定資産除却損 8,845 91,797

投資有価証券評価損 － 51,113

早期割増退職金 5,271 －

希望退職金 326,290 －

貸倒引当金繰入額 310 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 39,875

特別損失合計 340,843 182,986

税金等調整前四半期純利益 1,025,448 2,453,633

法人税、住民税及び事業税 226,257 442,149

法人税等調整額 22,297 195,026

法人税等合計 248,555 637,176

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,816,457

少数株主利益 378,133 459,397

四半期純利益 398,759 1,357,059
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９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 1,025,448 2,453,633

減価償却費 3,887,674 3,366,878

退職給付引当金の増減額（△は減少） △255,051 15,960

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 13,312 1,441

賞与引当金の増減額（△は減少） △58,031 23,447

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △10,000 △15,250

受取利息及び受取配当金 △38,382 △55,132

支払利息 280,497 235,589

持分法による投資損益（△は益） 38,764 △213,901

持分法適用会社への未実現利益調整額 △121,709 △58,311

投資有価証券評価損益（△は益） － 51,113

投資有価証券売却損益（△は益） △536,584 －

子会社清算損益（△は益） － △19,801

固定資産除売却損益（△は益） 6,863 88,082

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 39,875

持分変動損益（△は益） － △175,275

売上債権の増減額（△は増加） △848,739 931,721

たな卸資産の増減額（△は増加） 296,541 △661,624

仕入債務の増減額（△は減少） 930,270 △558

未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） △79,676 169,670

前受金の増減額（△は減少） 919,946 △348,951

未払金の増減額（△は減少） 990,207 526,997

その他 △26,145 △379,868

小計 6,415,205 5,975,736

利息及び配当金の受取額 98,546 133,607

利息の支払額 △280,636 △232,473

法人税等の還付額 222,919 227,097

法人税等の支払額 △186,114 △478,631

国庫補助金等の受取額 － 99,817

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,269,920 5,725,153

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 △6,466,596 △3,253,544

有形固定資産の売却による収入 2,170 92,968

無形固定資産の取得による支出 △617 △81,300

非連結子会社の清算による収入 － 129,420

投資有価証券の取得による支出 △9,384 △9,976

投資有価証券の売却による収入 625,296 －

その他 △32,958 △142,174

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,882,090 △3,264,607
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(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

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） △268,971 △93,680

長期借入れによる収入 3,197,000 1,860,720

長期借入金の返済による支出 △2,800,890 △2,949,242

割賦債務及びファイナンス・リース債務の返済
による支出

△444,289 △287,123

自己株式の取得による支出 △122 △73

配当金の支払額 △119,841 △95,637

少数株主への配当金の支払額 △151,410 △179,095

財務活動によるキャッシュ・フロー △588,525 △1,744,133

現金及び現金同等物に係る換算差額 174,642 △84,944

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △26,052 631,468

現金及び現金同等物の期首残高 2,905,080 1,807,392

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,879,027 2,438,860
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当第２四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日)において、当連結グループ

は、車体プレス部品、厚物精密プレス部品等の輸送用機器部品の製造・販売を主な事業としている専門メ

ーカーでありますので、当該セグメント以外に開示基準に該当するセグメントがありません。このため事

業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。  

  

前第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

 
(注) １．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。  

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は、次のとおりであります。 

     (1) 北米地域  …… 米国  

     (2) アジア地域 …… 中国  

     (3) 中南米地域 …… ブラジル 

  

前第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

 
(注) １．国又は地域は、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。 

     (1) 北米地域  ……… 米国、カナダ  

     (2) アジア地域 ……… 中国、マレーシア、インド  

     (3) 中南米地域 ……… ブラジル  

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) セグメント情報等

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

日本 
(千円)

北米地域
(千円)

アジア地域
(千円)

中南米地域
(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

11,156,492 1,642,519 7,954,275 3,184,289 23,937,577 ― 23,937,577

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

203,149 ― ― ― 203,149 (203,149) ―

計 11,359,641 1,642,519 7,954,275 3,184,289 24,140,726 (203,149) 23,937,577

営業利益又は営業損失 (210,950) (108,169) 740,595 360,424 781,900 146,075 927,975

【海外売上高】

北米地域 アジア地域 中南米地域 計

Ⅰ．海外売上高(千円) 2,865,525 8,076,540 3,504,577 14,446,642

Ⅱ．連結売上高(千円) ― ― ― 23,937,577

Ⅲ．連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

12.0 33.7 14.7 60.4
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(追加情報) 

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。 

  

a. 報告セグメントの概要 

当社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、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、車体プレス部品、厚物精密プレス部品等の輸送用機器部品の製造・販売を主な事業

としている専門メーカーであり、国内においては当社が、海外においては北米、アジア、中南米の各現

地法人がそれぞれ製造・販売しております。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

品について各地域毎に、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」、「北米地域」、「アジア地域」及び「中南米地域」の４つを報告セグメントとしておりま

す。 

  

b. 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２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日) 

 
  

c. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差

額の主な内容(差異調整に関する事項) 

 
  

当第２四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日) 

 該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

【セグメント情報】

(単位：千円)

報告セグメント

合計

日本 北米地域 アジア地域 中南米地域

売上高

  外部顧客への売上高 12,831,763 3,020,556 9,105,122 3,199,552 28,156,995

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

226,112 ― ― ― 226,112

計 13,057,876 3,020,556 9,105,122 3,199,552 28,383,108

セグメント利益 555,519 330,876 1,049,211 300,447 2,236,055

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 2,236,055

セグメント間取引消去等 133,871

四半期連結損益計算書の営業利益 2,369,926

(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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