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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 108,509 16.4 4,151 334.1 4,754 205.8 4,594 729.9
22年3月期第2四半期 93,224 △28.6 956 △71.3 1,554 △54.8 553 △0.1

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 33.71 ―
22年3月期第2四半期 4.06 ―

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 201,551 47,945 22.0 324.59
22年3月期 205,140 47,232 21.5 323.92

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  44,242百万円 22年3月期  44,151百万円

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 ― 0.00 ― 5.00 5.00
23年3月期 ― 0.00
23年3月期 

（予想）
― 5.00 5.00

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  有  
※業績予想の修正の詳細につきましては、［添付資料］Ｐ．３「１．当四半期決算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」をご覧下さ
い。 

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 210,000 7.9 6,500 24.9 7,500 13.1 6,000 36.1 44.02



(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を実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に掲載している業績の予想は、当社が本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき合理的と判断したものであり、潜在的なリスクや不
確実性を含んでおりますので、実際の今後の業績は、様々な要因の変化によって、記載の予想とは大きく異なる可能性があります。業績予想に関する事
項につきましては［添付資料］Ｐ．３「１．当四半期決算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」をご覧下さい。 

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  140,331,565株 22年3月期  140,331,565株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  4,028,051株 22年3月期  4,025,393株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q  136,304,676株 22年3月期2Q  136,315,920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世界経済は、新興国を中心とした緩やかな景気回復基調が継続し、自動車

市場も堅調に推移しています。一方で、原材料価格の高騰、米国の金融緩和策の影響を受けた更なる円高、失業

率の高水準での推移など、先行き不透明な状況が続いています。 

国内におきましては、政府の景気刺激策が継続されていますが、エコカー補助金の終了、急激な円高、失業率

の高止まり、消費低迷など、先行きの厳しさは増してきています。 

このような状況の中、当社は全社一丸となって「抜本的構造改革」の継続と仕事のやり方の徹底的な見直しを

行い、中期的な成長に向けた諸活動に取り組んでまいりました。 

その結果、当第２四半期連結累計期間においては、前年同期を上回る実績を上げ、売上高は108,509百万円（前

年同期比16.4％増）、営業利益は4,151百万円（前年同期比334.1％増）、経常利益は4,754百万円（前年同期比

205.8％増）、四半期純利益は4,594百万円（前年同期比729.9％増）となりました。 

当第２四半期連結累計期間のセグメントごとの業績は次のとおりです。 

【自動車機器事業】 

自動車機器事業においては、世界同時不況の影響を受けていた前年同期に比べ、中国・インド等の新興国の順

調な市場拡大と、主力の米州・欧州の自動車市場の回復を背景に、拡販活動の強化によって販売増を達成し、増

収となりました。 

利益面では、増収効果及び原価低減の成果により、大幅な増益となりました。 

その結果、売上高は71,668百万円、営業利益は3,789百万円となりました。 

【流通システム事業】 

店舗システム事業においては、市場に不透明感が残る中、主要顧客への積極的な新規提案等の営業活動によ

り、顧客投資案件の獲得に成功するなど、前年同期に比べ増収となりました。 

ベンディングシステム事業においては、国内市場で、領域拡大を積極的に展開してきた成果と、主要顧客に投

資回復の兆しがみられたことにより、前年同期に比べ増収となりました。 

利益面では、原材料の値上がり影響を受けましたが、増収効果及び原価低減の成果により、前年同期に比べ増

益となりました。 

その結果、売上高は32,648百万円、営業利益は863百万円となりました。 

【その他の事業】 

その他の事業の売上高は4,192百万円、営業損失は500百万円となりました。 
  
（２）連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて3,588百万円減少し、201,551百万

円となりました。 

〔資産の部〕 

流動資産は、現金及び預金の増加417百万円、受取手形及び売掛金の増加623百万円を主に、1,323百万円増加

し、114,392百万円となりました。固定資産は、4,912百万円減少し、87,159百万円となりました。これは、投資

の選択と集中の継続、及び為替変動の影響を主に有形固定資産が3,676百万円減少したことによるものです。 

〔負債の部〕 

流動負債は、一年内返済長期借入金の返済による減少1,324百万円等があった一方、支払手形及び買掛金の増加

2,784百万円、及び短期借入金の増加415百万円があったことから1,679百万円増加し、86,238百万円となりまし

た。固定負債は、長期借入金の減少4,656百万円、及び繰延税金負債の減少613百万円を主に5,982百万円減少し、

67,367百万円となりました。その結果、負債合計は4,302百万円減少し、153,606百万円となりました。 

〔純資産の部〕 

純資産合計は、四半期純利益4,594百万円による利益剰余金の増加、及び少数株主持分623百万円の増加があっ

た一方、為替換算調整勘定の減少3,645百万円等により713百万円増加し、47,945百万円となりました。 

② キャッシュ・フローの状況 

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の残高は、前連結会計年度末に比べ420百万円増加

し、24,521百万円となりました。 

〔営業活動によるキャッシュ・フロー〕 

営業活動によるキャッシュ・フローは、7,870百万円（前年同期比3,667百万円の収入増）の資金を創出しまし

た。主な要因は、税金等調整前四半期純利益5,508百万円、減価償却費4,615百万円等であります。 

〔投資活動によるキャッシュ・フロー〕 

投資活動によるキャッシュ・フローは、2,193百万円（前年同期比122百万円の支出減）の資金を使用しまし

た。主な要因は、有形固定資産の取得2,253百万円であります。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

- 2 -



〔財務活動によるキャッシュ・フロー〕 

財務活動によるキャッシュ・フローは、4,539百万円（前年同期比4,183百万円の支出増）の資金を使用しまし

た。主な要因は、短期借入金の増加1,737百万円、長期借入金の返済5,937百万円であります。 

  

 （３）連結業績予想に関する定性的情報 

第２四半期連結累計期間業績の状況をふまえ、通期（平成22年４月１日から平成23年３月31日）の業績予想

を、下記の通り修正いたしました。 

前回発表予想を未定とさせていただいたため、増減額及び増減率につきましては前々回発表予想と比較してお

ります。なお、下期の為替レートは、１ＵＳ＄＝80円、１ユーロ＝110円を前提としております。 

  

（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 

 該当事項はありません。 

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

税金費用の計算 

 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金等調整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、税金等調整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、法人税等合計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 

１．四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

①「資産除去債務に関する会計基準」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。 

 なお、当該変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。 

②「持分法に関する会計基準」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」の適用 

 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、連結決算上必要な修正を行っております。 

 なお、当該変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。 

  

２．表示方法の変更 

 （四半期連結損益計算書） 

 「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２四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。

  
売上高 

（百万円） 

営業利益 

（百万円） 

経常利益 

（百万円） 

当期純利益 

（百万円） 

 前々回（５月13日）発表予想（Ａ） 190,000 5,000  5,500 4,000

 前回（８月５日）発表予想 － －  － －

 今回発表予想（Ｂ） 210,000 6,500  7,500 6,000

 増減額（Ｂ－Ａ） 20,000 1,500  2,000 2,000

 増減率（％） 10.5 30.0  36.4 50.0

２．その他の情報
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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 24,533 24,115

受取手形及び売掛金 53,244 52,620

商品及び製品 13,998 14,461

仕掛品 6,198 5,517

原材料 5,823 5,692

その他のたな卸資産 2,024 2,046

繰延税金資産 750 669

未収入金 2,435 2,856

その他 6,239 6,126

貸倒引当金 △856 △1,038

流動資産合計 114,392 113,069

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 21,141 22,473

機械装置及び運搬具（純額） 14,980 16,943

工具、器具及び備品（純額） 2,551 2,097

土地 19,036 19,146

リース資産（純額） 3,962 4,629

建設仮勘定 2,339 2,400

有形固定資産合計 64,012 67,689

無形固定資産   

のれん 169 149

リース資産 204 223

その他 715 707

無形固定資産合計 1,090 1,080

投資その他の資産   

投資有価証券 14,425 15,278

退職金年金基金 5,889 5,985

繰延税金資産 297 429

その他 1,634 1,792

貸倒引当金 △192 △185

投資その他の資産合計 22,056 23,300

固定資産合計 87,159 92,071

資産合計 201,551 205,140
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（単位：百万円）

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 39,488 36,703

短期借入金 16,239 15,824

1年内返済予定の長期借入金 12,963 14,287

未払金 4,461 4,444

リース債務 1,330 1,609

未払法人税等 590 628

賞与引当金 2,368 2,995

売上割戻引当金 492 309

製品保証引当金 1,526 1,272

繰延税金負債 218 307

その他 6,559 6,176

流動負債合計 86,238 84,558

固定負債   

社債 8,600 8,600

長期借入金 45,256 49,912

リース債務 1,902 2,332

繰延税金負債 863 1,476

退職給付引当金 8,786 8,748

役員退職慰労引当金 194 206

環境費用引当金 739 863

負ののれん 420 500

その他 604 708

固定負債合計 67,367 73,350

負債合計 153,606 157,908

純資産の部   

株主資本   

資本金 11,037 11,037

資本剰余金 4,453 4,453

利益剰余金 37,889 33,933

自己株式 △2,188 △2,188

株主資本合計 51,191 47,236

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 87 501

繰延ヘッジ損益 △145 △339

為替換算調整勘定 △6,892 △3,246

評価・換算差額等合計 △6,949 △3,084

少数株主持分 3,703 3,080

純資産合計 47,945 47,232

負債純資産合計 201,551 205,140
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（２）四半期連結損益計算書 

（単位：百万円）

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 93,224 108,509

売上原価 76,638 87,691

売上総利益 16,586 20,818

販売費及び一般管理費 15,629 16,666

営業利益 956 4,151

営業外収益   

受取利息 34 45

受取配当金 80 91

為替差益 75 308

持分法による投資利益 1,015 990

その他 830 487

営業外収益合計 2,035 1,923

営業外費用   

支払利息 1,157 1,064

その他 279 256

営業外費用合計 1,437 1,321

経常利益 1,554 4,754

特別利益   

固定資産売却益 12 28

貸倒引当金戻入額 267 89

保険差益 99 67

為替換算調整勘定取崩益 － 910

その他 47 156

特別利益合計 426 1,252

特別損失   

固定資産処分損 50 67

投資有価証券評価損 88 213

市場対策費用 － 198

訴訟関連損失 439 －

その他 87 19

特別損失合計 666 498

税金等調整前四半期純利益 1,314 5,508

法人税等合計 551 642

少数株主損益調整前四半期純利益 － 4,866

少数株主利益 208 272

四半期純利益 553 4,594
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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 1,314 5,508

減価償却費 5,252 4,615

賞与引当金の増減額（△は減少） △100 △599

貸倒引当金の増減額（△は減少） △364 △99

受取利息及び受取配当金 △115 △137

支払利息 1,157 1,065

持分法による投資損益（△は益） △1,015 △990

投資有価証券評価損益（△は益） － 213

為替換算調整勘定取崩益 － △910

売上債権の増減額（△は増加） △6,324 △3,820

たな卸資産の増減額（△は増加） 6,510 △1,878

未収入金の増減額（△は増加） 248 △255

未収消費税等の増減額（△は増加） △325 183

その他の流動資産の増減額（△は増加） △817 △115

仕入債務の増減額（△は減少） 4,252 3,464

未払早期割増退職金の増減額(△は減少） △6,222 －

未払金の増減額（△は減少） 196 △13

その他 552 2,586

小計 4,201 8,817

利息及び配当金の受取額 318 271

利息の支払額 △1,200 △1,081

保険金の受取額 － 552

法人税等の還付額 1,195 －

法人税等の支払額 △312 △689

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,202 7,870

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の純増減額 △0 20

有形固定資産の取得による支出 △4,800 △2,253

有形固定資産の売却による収入 826 119

無形固定資産の取得による支出 △72 △117

退職金年金基金からの払戻額 1,736 79

その他 △5 △42

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,316 △2,193

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） △8,562 1,737

長期借入れによる収入 14,300 795

長期借入金の返済による支出 △3,591 △5,937

リース債務の返済による支出 △1,170 △820

社債の償還による支出 △1,329 －

配当金の支払額 － △679

少数株主からの払込みによる収入 － 375

その他 △2 △8

財務活動によるキャッシュ・フロー △355 △4,539

現金及び現金同等物に係る換算差額 53 △716

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,584 420

現金及び現金同等物の期首残高 22,148 24,100

現金及び現金同等物の四半期末残高 23,732 24,521
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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．事業区分は内部管理上採用している区分によっております。 

２．各事業区分の主要製品は次のとおりであります。 

(1）自動車機器事業……カーエアコンシステム、カーエアコン用コンプレッサー及び各種自動車部品 

(2）流通システム事業…自動販売機各種、冷凍・冷蔵ショーケース各種、大型オープンショーケース各種 

(3）その他の事業………エコキュート、セントラル暖房・換気システム、車両販売 

３．金額は消費税等抜きであります。 

  

【所在地別セグメント情報】 

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） 

（注） １．国又は地域の区分は、地理的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 

アジア：シンガポール、台湾、中国、タイ、オーストラリア、マレーシア、インドネシア、フィリピン等 

欧 州：フランス、イギリス、ポーランド、イタリア、ドイツ、スペイン等 

北 米：アメリカ、メキシコ等 

３．金額は消費税等抜きであります。  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
自動車機器
事業 
（百万円） 

流通システ
ム事業 
（百万円） 

その他の事
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  59,186  30,503  3,534  93,224  －  93,224

(2）
セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

  計  59,186  30,503  3,534  93,224  －  93,224

   営業利益又は営業損失(△)  1,575  836  △416  1,995 ( )1,039  956

  
日本 

（百万円） 
アジア

（百万円）
欧州

（百万円）
北米

（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  35,789  17,520  29,629  10,284  93,224  －  93,224

(2）
セグメント間の内部売上 

高又は振替高 
 18,956  1,224  723  681  21,585 ( )21,585  －

  計  54,745  18,744  30,353  10,965  114,809 ( )21,585  93,224

  営業利益又は営業損失（△）  35  1,085  795  △478  1,437 ( )480  956
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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、定期的に検討を行っているものであります。 

 当社は、取り扱う製品・システム・サービスにより国内及び海外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、当社は、製品・システム・サービス別のセグメントから構成されており、「自動車機

器事業」、「流通システム事業」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：百万円）

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、車両販売事業、住環境システム事

業、電子事業等を含んでおります。 

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一致しております。 

  

（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。   

  

 該当事項はありません。  

  

 セグメント区分  主な製品・システム・サービス 

 自動車機器事業  カーエアコンシステム、カーエアコン用コンプレッサー及び各種自動車部品 

 流通システム事業  自動販売機各種、冷凍・冷蔵ショーケース各種、大型オープンショーケース各種 

  

報告セグメント
その他
（注１）

合計 調整額 
四半期連結
損益計算書 
計上額(注２)

自動車 
機器事業 

流通シス
テム事業 

計

売上高            

外部顧客への売上高  71,668 32,648  104,317  4,192  108,509  －  108,509

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －  －  －

計  71,668  32,648    104,317  4,192  108,509  －  108,509

セグメント利益又は損失（△）  3,789  863  4,652  △500  4,151  －  4,151

（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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