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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 42,496 36.2 2,397 ― 2,344 ― 1,701 ―

22年3月期第2四半期 31,193 △38.0 125 △91.3 70 △95.2 △1,065 ―

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 100.65 ―

22年3月期第2四半期 △58.53 ―

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 51,611 17,055 31.7 999.36
22年3月期 51,478 16,720 31.2 883.62

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  16,375百万円 22年3月期  16,080百万円

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 ― 3.75 ― 3.75 7.50
23年3月期 ― 3.75

23年3月期 
（予想）

― 3.75 7.50

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 85,000 21.4 3,200 149.9 3,200 164.6 2,600 ― 156.00



(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 

（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予想につきましては、現時点において入手された情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因によ
り上記の業績予想値と異なる結果となる可能性があります。なお、上記業績予想に関する事項は、四半期決算短信（添付資料）２ページ「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.２「その他」をご覧ください。）

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 19,410,000株 22年3月期  19,410,000株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  3,023,669株 22年3月期  1,211,788株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 16,904,441株 22年3月期2Q 18,202,330株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、中国を中心とした新興国の景気上昇による輸出と生産の増

加、企業コスト削減や在庫調整の効果により、企業の景況感は緩やかな回復基調となりましたが、四半期後半に

は、世界的な金融不安を背景に、急激な円高の進行、株式市場の低迷、デフレ経済の進行など依然として厳しい状

況で推移しました。  

このような状況の中で、当第２四半期連結累計期間における売上高は、円高による為替換算差影響はありました

が、国内及び北米地域の得意先生産が回復し、また、中国市場は堅調に推移したため、前年同期比36.2％増の

42,496百万円となりました。損益面では増収影響、労務費等固定費削減により、営業利益は前年同期比2,271百万

円増の2,397百万円、経常利益は前年同期比2,273百万円増の2,344百万円、四半期純利益は1,701百万円（前年同期

は1,065百万円の四半期純損失）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２四半期連結会計期間末における資産合計は、51,611百万円となり、前連結会計年度に比べ133百万円増加

しました。これは受取手形及び売掛金の増加1,198百万円、有形固定資産の減少911百万円が主な要因であります。

（負債）  

当第２四半期連結会計期間末における負債合計は、34,555百万円となり、前連結会計年度に比べ201百万円減少

しました。これは長短借入金の減少1,094百万円、製品保証引当金の減少169百万円、支払手形及び買掛金の増加

1,128百万円が主な要因であります。 

（純資産）  

当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は、17,055百万円となり、前連結会計年度に比べ335百万円増

加しました。これは利益剰余金の増加1,633百万円、自己株式の減少960百万円、為替換算調整勘定の減少303百万

円が主な要因であります。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

第２四半期の業績並びに足元の状況から判断し、概ね通期の業績は計画通り進むものと考えられ、現時点におい

ては平成22年８月24日公表の業績予想の変更はございません。  

（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. 簡便な会計処理 

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。 

２. 特有の会計処理 

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む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 

会計処理基準に関する事項の変更 

① 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、営業利益及び経常利益に与える影響はありませんが、税金等調整前四半期純利益に与える影響

は軽微であります。 

② 第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10日公表

分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年３月10

日）を適用しております。 

これによる損益への影響はありません。  

（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。 

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



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 6,495,372 6,227,872

受取手形及び売掛金 13,637,615 12,438,648

製品 985,100 897,207

原材料 3,691,727 3,747,630

仕掛品 1,003,807 1,104,447

貯蔵品 1,170,470 1,402,640

繰延税金資産 362,282 506,166

その他 1,449,826 1,296,508

貸倒引当金 △7,647 △7,753

流動資産合計 28,788,554 27,613,368

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,108,676 7,362,670

機械装置及び運搬具（純額） 6,645,570 6,874,361

工具、器具及び備品（純額） 1,724,009 1,888,992

土地 4,205,575 4,312,841

その他（純額） 664,824 820,996

有形固定資産合計 20,348,656 21,259,862

無形固定資産   

その他 329,592 347,356

無形固定資産合計 329,592 347,356

投資その他の資産   

投資有価証券 1,477,017 1,657,706

繰延税金資産 10,934 9,927

その他 670,746 604,090

貸倒引当金 △14,160 △14,160

投資その他の資産合計 2,144,538 2,257,565

固定資産合計 22,822,787 23,864,784

資産合計 51,611,342 51,478,152



（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 12,616,372 11,487,572

短期借入金 7,342,030 8,219,577

未払法人税等 119,777 117,669

繰延税金負債 214,195 77,376

賞与引当金 721,262 637,755

役員賞与引当金 25,000 50,000

製品保証引当金 493,160 662,836

その他 3,990,600 3,991,699

流動負債合計 25,522,401 25,244,486

固定負債   

長期借入金 4,964,192 5,181,492

繰延税金負債 440,755 623,222

退職給付引当金 2,748,434 2,781,948

役員退職慰労引当金 478,668 454,471

その他 401,385 472,028

固定負債合計 9,033,436 9,513,161

負債合計 34,555,837 34,757,648

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,206,062 3,206,062

資本剰余金 3,184,500 3,184,500

利益剰余金 15,258,101 13,625,047

自己株式 △2,061,529 △1,101,393

株主資本合計 19,587,135 18,914,217

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 324,488 397,933

為替換算調整勘定 △3,535,633 △3,231,757

評価・換算差額等合計 △3,211,145 △2,833,823

少数株主持分 679,515 640,110

純資産合計 17,055,505 16,720,503

負債純資産合計 51,611,342 51,478,152



（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 31,193,565 42,496,632

売上原価 28,812,524 37,644,748

売上総利益 2,381,041 4,851,884

販売費及び一般管理費 2,255,108 2,454,554

営業利益 125,932 2,397,329

営業外収益   

受取利息 7,679 13,893

受取配当金 13,230 24,578

投資不動産賃貸料 31,098 32,694

持分法による投資利益 － 15,574

助成金収入 145,342 －

雑収入 99,698 141,141

営業外収益合計 297,049 227,883

営業外費用   

支払利息 185,550 137,323

持分法による投資損失 44,558 －

為替差損 30,569 81,345

雑損失 91,473 62,256

営業外費用合計 352,151 280,926

経常利益 70,830 2,344,286

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 21

特別利益合計 － 21

特別損失   

投資有価証券評価損 － 114,744

割増退職金 760,711 －

出資金評価損 341,366 －

その他 － 18,022

特別損失合計 1,102,077 132,767

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（△）

△1,031,246 2,211,539

法人税等 △3,399 441,915

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,769,623

少数株主利益 37,609 68,178

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,065,456 1,701,445



（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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△1,031,246 2,211,539

減価償却費 2,112,530 1,860,757

のれん償却額 481 481

貸倒引当金の増減額（△は減少） 417 △24

賞与引当金の増減額（△は減少） △5,083 83,507

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － △25,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △4,734 △33,050

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 16,437 24,197

受取利息及び受取配当金 △20,910 △38,472

支払利息 185,550 137,323

為替差損益（△は益） △22,383 －

持分法による投資損益（△は益） 44,558 △15,574

投資有価証券評価損益（△は益） － 114,744

出資金評価損 341,366 －

割増退職金 760,711 －

売上債権の増減額（△は増加） △1,720,549 △1,386,860

たな卸資産の増減額（△は増加） 964,373 203,179

仕入債務の増減額（△は減少） 283,892 1,277,133

未払消費税等の増減額（△は減少） 75,326 △28,517

その他 △487,236 54,435

小計 1,493,502 4,439,802

利息及び配当金の受取額 32,536 38,472

利息の支払額 △175,773 △138,431

割増退職金の支払額 △76,016 －

法人税等の支払額 △129,631 △248,487

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,144,618 4,091,355

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 △1,701,457 △1,652,442

有形固定資産の売却による収入 20,353 49,314

投資有価証券の取得による支出 △6,899 △8,092

貸付けによる支出 △21,900 △2,600

貸付金の回収による収入 28,237 5,852

定期預金の預入による支出 － △260,600

その他 △24,752 12,285

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,706,417 △1,856,282



（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   

短期借入れによる収入 3,068,394 3,419,361

短期借入金の返済による支出 △1,555,510 △4,154,940

長期借入れによる収入 2,663,925 1,202,734

長期借入金の返済による支出 △1,453,380 △1,521,639

セール・アンド・リースバックによる収入 － 178,773

自己株式の取得による支出 △816 △959,300

配当金の支払額 △68,391 △68,391

少数株主への配当金の支払額 － △15,300

リース債務の返済による支出 △157,852 △184,159

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,496,367 △2,102,860

現金及び現金同等物に係る換算差額 142,258 △105,713

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,076,826 26,499

現金及び現金同等物の期首残高 3,871,952 6,208,272

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,948,778 6,234,772



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２四半期連結累計期間は、全セグメントの売上高の合計、営業利益又は営業損失（△）の合計額に占める

「自動車部品事業」の割合がいずれも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〕  

（注) １ 国又は地域の区分は地理的な近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米………………米国・メキシコ 

(2) アジア……………中国・タイ・インドネシア 

３ 会計処理方法の変更 

前第３四半期連結累計期間までその他の地域として区分表示していました名称を、金額的重要性と伴に、

より明確に表示するため、前連結会計年度よりアジアと名称変更しました。  

前第２四半期連結累計期間のその他の地域のセグメントは全てアジア地域のものであります。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
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) 

  
日本 
(千円) 

北米
(千円) 

アジア
(千円) 

計
(千円) 

消去 
又は全社 
(千円) 

連結
(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益                                    

売上高                                    

(1) 外部顧客に 

対する売上高 
 17,429,489  9,232,111  4,531,964  31,193,565  －  31,193,565

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 1,515,604  8,243  1,722,563  3,246,412 (3,246,412)  －

計  18,945,094  9,240,355  6,254,528  34,439,978 (3,246,412)  31,193,565

営業費用  18,894,914  9,933,972  5,561,118  34,390,005 (3,322,372)  31,067,633

営業利益又は 

営業損失(△) 
 50,179  △693,616  693,409  49,972  75,960  125,932



〔海外売上高〕  

（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 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

３ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米………………米国・メキシコ 

(2) アジア……………中国・インドネシア・タイ他 

(3) その他の地域……イギリス他 

４ 会計処理方法の変更 

前第３四半期連結累計期間までその他の地域として区分表示していました名称を、金額的重要性と伴に、

より明確に表示するため、前連結会計年度よりアジアとその他の地域に名称変更しました。 

前第２四半期連結累計期間のその他の地域の売上高は、アジア4,330,671千円、その他の地域1,107,219千円

であります。 

  
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) 

  北米 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円)  9,232,111  4,608,071  141,647  13,981,830

Ⅱ 連結売上高(千円)                    31,193,565

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合(％) 
 29.5  14.7  0.4  44.8



〔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

営資源の配賦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、主に自動車部品等を生産・販売しており、国内においては当社が、海外においては北米（米国、

メキシコ）、中国等の現地法人がそれぞれ担当し、事業活動を展開しております。  

 したがって、当社は、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」、「中国」の３つを報告セグメントとしております。 

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） 

（単位：千円）

 （注） 「その他」は、タイ・インドネシアであります。 

３．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） 

（単位：千円） 

（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。  

当社は、平成22年５月11日開催の取締役会において、自己株式取得に係る事項を決議し、平成22年５月12日に自

己株式を取得いたしました。この結果、当第２四半期連結会計期間末における自己株式は2,061,529千円となって

おります。  

  

  

報告セグメント
その他 
（注） 

合計
日本 北米 中国 計

売上高             

外部顧客への売上高  22,739,988  13,777,532  5,477,816  41,995,337  501,294  42,496,632

セグメント間の内部売上高
又は振替高  2,620,932  27,500  579,701  3,228,135  2,347,564  5,575,699

計  25,360,921  13,805,033  6,057,518  45,223,473  2,848,858  48,072,332

セグメント利益  929,479  364,534  956,243  2,250,258  122,893  2,373,152

利益 金額   

報告セグメント計  2,250,258

「その他」の区分の利益  122,893

セグメント間取引消去  10,119

その他の調整  14,057

四半期連結損益計算書の営業利益  2,397,329

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



   部門別売上高情報  

  

４．補足情報

  

前第２四半期 

（自 平成21年４月１日 

至 平成21年９月30日)

当第２四半期 

（自 平成22年４月１日 

至 平成22年９月30日) 

増減金額 

金額 
構成比

（％） 
金額 

構成比

（％） 
金額 

増減率

（％） 

自動車部品

事業 

安全部品 
ハンドル  4,999,372  16.0  7,290,480  17.1  2,291,108  45.8

エアバッグ  13,054,639  41.8  18,125,825  42.6  5,071,186  38.8

小計  18,054,011  57.8  25,416,305  59.8  7,362,294  40.7

樹脂部品  13,107,741  42.0  17,052,895  40.1  3,945,154  30.0

計  31,161,752  99.8  42,469,200  99.9  11,307,448  36.2

その他事業  31,813  0.1  27,431  0.1  △4,381  △13.7

合計  31,193,565  100.0  42,496,632  100.0  11,303,066  36.2
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