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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 42,079 25.1 3,399 124.6 3,087 80.4 1,580 98.9
22年3月期第2四半期 33,642 △32.3 1,513 △54.2 1,711 △47.6 794 △58.7

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 88.88 79.51
22年3月期第2四半期 45.09 40.75

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 62,131 30,761 48.1 1,662.79
22年3月期 61,212 29,600 46.9 1,615.57

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  29,859百万円 22年3月期  28,705百万円

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 ― 7.00 ― 10.00 17.00
23年3月期 ― 9.00
23年3月期 

（予想）
― 9.00 18.00

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 83,300 12.5 6,300 21.5 5,800 9.8 3,400 11.0 189.34



(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おいて、金融商品取引法に基づ
く四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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。 

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  18,172,737株 22年3月期  17,982,967株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  215,174株 22年3月期  215,032株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q  17,779,172株 22年3月期2Q  17,614,284株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期におけるわが国経済は、輸出や生産の増加を背景に、設備投資や個人消費に持ち直しがみられるなど

緩やかな景気回復が続いたものの、雇用・所得環境は依然厳しく、急激な円高が企業収益に影響を与えるなど先行き

は依然不透明な状況が続いております。 

 自動車業界におきましては、海外市場においては、中国、タイなどの新興国の販売が好調に推移し、また国内市場

においては減税や補助金効果により自動車販売は増加傾向となりましたが、下期以降補助金制度の打ち切りによる販

売の減少や円高による景気の減速が懸念されております。 

 このような経営環境の中で当社グループは、「経営環境の変化を先取りし、柔軟に対応できる経営体質を構築す

る」を目標に、再び成長路線へ向けて事業を展開するため、生産体制、事業構成の 適化に取り組んでまいりまし

た。 

 これらの結果、当第２四半期の売上高は 百万円（前年同期比25.1％増）、経常利益は 百万円（前年同

期比80.4％増）、四半期純利益は 百万円（前年同期比98.9％増）となりました。 

  

 セグメントの業績は次のとおりであります。 

(a) 自動車部品関連事業 

  自動車部品関連事業につきましては、国内及びアジア地域での受注が増加したことにより、売上高は39,986百万円

（前年同期比26.0％増）、営業利益は3,325百万円（前年同期比122.8％増）となりました。 

  

(b) ワイヤーハーネス関連事業 

  工作機械関連機器向けの受注が緩やかな回復傾向が続いており、売上高は1,065百万円（前年同期比15.6％増）、

営業利益は26百万円（前年同期は54百万円の損失）となりました。 

  

(c) 福祉機器関連事業 

 電動車いすの売上が減少したことから、売上高は529百万円（前年同期比2.4％減）、営業利益は50百万円（前年同

期比32.3％減）となりました。 

  

(d) 自動車販売関連事業 

 国内自動車販売は、減税や補助金効果により売上は若干回復したものの依然厳しい状況が続いており、売上高は

496百万円（前年同期比10.3％増）、営業損失は13百万円（前年同期は9百万円の損失）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  

（イ）資産 

 当第２四半期末における総資産は、62,131百万円（前期末比918百万円の増加）となりました。流動資産は、現金

及び預金が減少（560百万円）しましたが、受取手形及び売掛金の増加（1,442百万円）などにより、37,813百万円

（前期末比1,845百万円の増加）、固定資産は、有形固定資産において20,838百万円（前期末比628百万円の減少）、

投資その他資産において3,113百万円（前期末比308百万円の減少）となり、24,317百万円（前期末比926百万円の減

少）となりました。 

（ロ）負債 

 当第２四半期末における負債は、31,369百万円（前期末比242百万円の減少）となりました。流動負債は、支払手

形及び買掛金が増加（776百万円）しましたが、未払法人税等が減少（380百万円）したことなどにより、23,160百万

円（前期末比193百万円の増加）、固定負債は、長期借入金の減少（372百万円）などにより、8,209百万円（前期末

比436百万円の減少）となりました。 

（ハ）純資産 

 当第２四半期末における純資産は、四半期純利益（1,580百万円）などにより、30,761百万円（前期末比1,160百万

円の増加）となりました。 

  

  ②キャッシュ・フローの状況   

  当第２四半期において営業活動の結果得られた資金は、1,748百万円（前年同期比33.1％減）、投資活動に使用し

た資金は、1,104百万円（前年同期比324.0％増）、財務活動に使用した資金は、1,106百万円（前年同期比19.2％

減）となりました。 

 この結果、当第２四半期末の現金及び現金同等物の残高は8,720百万円となりました。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

42,079 3,087

1,580



(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、1,748百万円の増加となりました。これは主として、税金等調整前四半期

純利益が3,033百万円、減価償却費が1,974百万円であったものの、売上債権の増加額が1,644百万円、法人税等の支

払額が1,915百万円であったこと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) 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、1,104百万円の減少となりました。これは主として、有形固定資産の取得

による支出が1,086百万円であったこと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) 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、1,106百万円の減少となりました。これは主として、長期借入金の返済に

よる支出が431百万円、リース債務の返済による支出が454百万円であったことによるものであります。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 今後の見通しにつきましては、エコカー補助金の終了や為替が円高水準にある影響など不透明な状況にあります

が、アジア地域など海外での生産は順調に推移していることから期初の予想を上回る見込みとなりましたので、通期

（平成22年４月１日から平成23年３月31日）の業績予想につきましては、平成22年５月７日に公表しました予想から

修正しております。 

 詳細は平成22年10月26日に公表しております、業績予想の修正に関するお知らせをご参照ください。  

 なお、これら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

などは様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

  

  

（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 

法人税等の納付税額の算定方法 

 法人税等の納付税額の算定については、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法によ

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 

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）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）を適用しております。 

     これによる損益に与える影響は軽微であります。 

  

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：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 9,003 9,564

受取手形及び売掛金 20,994 19,551

たな卸資産 5,481 4,928

その他 2,335 1,926

貸倒引当金 △2 △2

流動資産合計 37,813 35,968

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,923 7,192

機械装置及び運搬具（純額） 5,913 6,515

その他（純額） 8,001 7,759

有形固定資産合計 20,838 21,467

無形固定資産   

その他 366 356

無形固定資産合計 366 356

投資その他の資産   

投資有価証券 2,791 3,100

その他 356 356

貸倒引当金 △35 △35

投資その他の資産合計 3,113 3,421

固定資産合計 24,317 25,244

資産合計 62,131 61,212

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,632 12,856

1年内償還予定の社債 － 167

短期借入金 2,633 2,774

未払法人税等 1,473 1,854

賞与引当金 1,090 1,086

その他 4,329 4,228

流動負債合計 23,160 22,966

固定負債   

社債 3,500 3,500

長期借入金 1,512 1,885

退職給付引当金 1,653 1,741

その他 1,542 1,519

固定負債合計 8,209 8,645

負債合計 31,369 31,611



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,548 4,464

資本剰余金 4,281 4,197

利益剰余金 21,600 20,197

自己株式 △108 △108

株主資本合計 30,321 28,752

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 868 1,061

為替換算調整勘定 △1,330 △1,108

評価・換算差額等合計 △461 △46

少数株主持分 902 895

純資産合計 30,761 29,600

負債純資産合計 62,131 61,212



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（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 33,642 42,079

売上原価 29,054 35,111

売上総利益 4,587 6,968

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 1,040 1,409

給料手当及び賞与 873 912

賞与引当金繰入額 131 138

退職給付費用 40 34

減価償却費 39 36

その他 949 1,037

販売費及び一般管理費合計 3,074 3,569

営業利益 1,513 3,399

営業外収益   

受取利息 13 14

受取配当金 16 24

為替差益 128 －

助成金収入 63 －

その他 82 110

営業外収益合計 305 150

営業外費用   

支払利息 84 71

為替差損 － 352

その他 23 37

営業外費用合計 107 462

経常利益 1,711 3,087

特別利益   

固定資産売却益 2 3

補助金収入 25 －

特別利益合計 27 3

特別損失   

固定資産処分損 31 34

投資有価証券評価損 75 10

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 12

特別損失合計 107 57

税金等調整前四半期純利益 1,631 3,033

法人税、住民税及び事業税 947 1,558

法人税等調整額 △105 △138

法人税等合計 841 1,420

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,613

少数株主利益又は少数株主損失（△） △5 33

四半期純利益 794 1,580



（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 1,631 3,033

減価償却費 2,264 1,974

退職給付引当金の増減額（△は減少） △51 △87

賞与引当金の増減額（△は減少） 69 4

受取利息及び受取配当金 △30 △39

支払利息 84 71

投資有価証券評価損益（△は益） 75 10

固定資産処分損益（△は益） 29 31

売上債権の増減額（△は増加） △2,395 △1,644

たな卸資産の増減額（△は増加） 731 △667

仕入債務の増減額（△は減少） 137 1,032

その他 △376 △21

小計 2,170 3,696

利息及び配当金の受取額 30 39

利息の支払額 △84 △72

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 496 △1,915

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,611 1,748

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） 137 12

有形固定資産の取得による支出 △425 △1,086

有形固定資産の売却による収入 41 30

投資有価証券の取得による支出 △15 △18

その他 1 △42

投資活動によるキャッシュ・フロー △260 △1,104

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） △218 △30

長期借入金の返済による支出 △574 △431

リース債務の返済による支出 △416 △454

配当金の支払額 △140 △177

その他 △20 △13

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,369 △1,106

現金及び現金同等物に係る換算差額 99 △70

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,080 △533

現金及び現金同等物の期首残高 4,559 9,254

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,640 8,720



 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 事業区分の方法は、製品の種類別区分によっております。 

２ 各事業の主な製品 

(1）自動車部品関連事業     機構製品、電装製品 

(2）ワイヤーハーネス関連事業  航空機用及び工作機械用ワイヤーハーネス 

(3）福祉機器関連事業      電動車いす、義手、義足 

(4）自動車販売関連事業     新車及び中古車販売、自動車修理 

  

【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 国または地域の区分の方法は、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または地域 

(1）北米   米国 

(2）アジア  台湾、フィリピン、中国、タイ、インド 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  

自動車部
品関連事
業 
（百万円）

ワイヤー
ハーネス
関連事業 
（百万円）

福祉機器
関連事業 
（百万円）

自動車販
売関連事
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  31,727  921  542  450  33,642  －  33,642

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  1  －  1  2 (2)  －

計  31,727  923  542  451  33,644 (2)  33,642

営業利益又は営業損失（△）  1,493  △54  74  △9  1,503  9  1,513

  
日本 

（百万円） 
北米

（百万円） 
アジア

（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  22,105  4,183  7,353  33,642  －  33,642

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 4,766  0  349  5,116 (5,116)  －

計  26,872  4,183  7,703  38,758 (5,116)  33,642

営業利益又は営業損失（△）  1,218  △194  440  1,465  48  1,513



【海外売上高】 

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 国または地域の区分の方法は、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または地域 

(1）北米   米国、カナダ 

(2）アジア  台湾、フィリピン、中国、タイ、インド 

(3）その他  英国、イタリア 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

  

【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。 

当社グループは、自動車部品関連事業については当社を中心に国内及び海外の包括的な戦略を立案してお

り、その他の事業については各子会社が事業活動を展開していることから、製品の種類別区分により、「自動

車部品関連事業」、「ワイヤーハーネス関連事業」、「福祉機器関連事業」、「自動車販売関連事業」の４つ

を報告セグメントとしております。 

「自動車部品関連事業」は主に機構製品、電装製品の製造販売を、「ワイヤーハーネス関連事業」は航空機

用及び工作機械用ワイヤーハーネスの製造販売を、「福祉機器関連事業」は電動車いす、義手、義足の製造販

売を、「自動車販売関連事業」は新車及び中古車販売、自動車修理を行っております。 

  

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．セグメント間取引消去によるものです。 

２．セグメント利益又は損失（△）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。 

（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）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）を適用しております。 

  北 米 アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  4,184  9,593  30  13,808

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  33,642

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 12.4  28.5  0.1  41.0

  

報告セグメント

調整額 
（注）１ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）２ 

自動車 
部品関連
事業 

ワイヤー
ハーネス
関連事業 

福祉機器
関連事業

自動車
販売関連
事業 

合計 

売上高               

(1）外部顧客に対する売上高  39,986  1,065  529  496  42,079  －  42,079

(2）セグメント間の内部売上高又
は振替高 

 －  5  0  1  7    (7)  －

計  39,986  1,071  530  498  42,086 (7)  42,079

セグメント利益又は損失（△）  3,325  26  50  △13  3,389  9  3,399



  

 該当事項はありません。 

   

表示方法の変更  

（四半期連結損益計算書） 

 前第２四半期連結累計期間まで営業外収益に区分掲記しておりました「助成金収入」（当第２四半期連結累計

期間 4百万円）は、営業外収益の総額の100分の20以下となったため、当第２四半期連結累計期間より「その

他」に含めて表示しております。  

  

【所在地別セグメント情報】  

 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） 

 （注）１ 国または地域の区分の方法は、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または地域 

(1）北米   米国 

(2）アジア  台湾、フィリピン、中国、タイ、インド 

  

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）その他の注記事項

４．補足情報

  
日本 

（百万円） 
北米

（百万円） 
アジア

（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  25,709  5,941  10,427  42,079  －  42,079

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 8,186  8  692  8,886 (8,886)  －

計  33,895  5,949  11,119  50,965 (8,886)  42,079

営業利益又は営業損失（△）  2,507  △159  1,134  3,483  (83)  3,399
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