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

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 4,810 10.8 79 ― 96 ― △59 ―

22年3月期第2四半期 4,343 △23.0 △42 ― △5 ― △21 ―

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 △4.52 ―

22年3月期第2四半期 △1.63 ―

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 9,283 2,409 26.0 183.37
22年3月期 9,739 2,466 25.3 187.71

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  2,409百万円 22年3月期  2,466百万円

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 ― ― ― 1.00 1.00

23年3月期 ― ―

23年3月期 
（予想）

― 0.00 0.00

3.  平成23年3月期の業績予想（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 9,130 △4.7 40 △38.3 60 △48.3 △120 ― △9.13



(1) 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。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期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。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３「その他の情報」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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 13,164,800株 22年3月期  13,164,800株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  24,582株 22年3月期  23,039株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 13,141,075株 22年3月期2Q 13,142,477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
基づく四半期財務諸表のレビュー手続き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。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２ページ【当四半期の業績等に関する定性的情報】 「(３)業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、前半は緩やかな回復が続きましたが、後半に入り、急速

な円高や世界経済の減速、国内の政策効果の息切れが重なり、輸出・生産が鈍化していることを主因とし

て足踏み状態となりました。又、雇用情勢も改善が進まず依然として厳しい状況が続いています。 

当社の売上に大きな影響を与える乗用車の自動車販売台数は８月にはエコカー減税の駆け込み需要など

から前年比40.1%と高水準の伸びとなりましたが、9月には同3.2%の減少となり、反動減の影響はすでに顕

在化しています。 

このような経済環境の中で当第２四半期累計期間の売上高は4,810百万円(前年同期比10.8%増)となりま

した。自動車用部品部門での受注増が主な要因です。 

損益面では、売上高の増加とともに原価低減改善活動や固定費の削減等により生産コストの徹底した見

直しを実施したこと等から、利益率が改善し、営業利益79百万円(前年同期は営業損失42百万円)となりま

した。  

営業外収益は受取賃貸料23百万円、休業等による助成金収入21百万円等により53百万円、営業外費用は支

払利息30百万円等により36百万円を計上し、経常利益は96百万円(前年同期は経常損失5百万円)となりま

した。また、貸倒引当金戻入等による特別利益20百万円、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額85百

万円、減損処理による投資有価証券評価損40百万円、金型等の固定資産除却損23百万円等による特別損失

149百万円を計上しました。その結果、四半期純損失は59百万円(前年同期は四半期純損失21百万円)とな

りました。 

セグメント別売上高については次の通りです。 

自動車用部品部門の売上高は、4,547百万円(前年同期比12.6%増)となりました。受注先の自動車販売台

数増加による受注増加が主な要因です。自社製品部門の売上高は、236百万円(前年同期比0.3%増)となり

ました。電子機器製品が23百万円増加し、街路灯製品は23百万円減少しました。その他駐輪設備の受注品

は26百万円(前年同期比61.1%減)となりました。大型設備投資案件の減少によります。 
  

当第2四半期会計期間末における総資産は、前期末比456百万円減少し、9,283百万円となりました。項

目別では、流動資産は、172百万円減少し、4,641百万円となりました。主な要因は、現金及び預金が118

百万円増加し、受取手形及び売掛金が236百万円、たな卸資産が37百万円減少したこと、貸倒引当金が10

百万円増加したことです。固定資産は267百万円減少し、4,561百万円となりました。主な要因は機械及び

装置が82百万円、工具、器具及び備品が142百万円減少したこと等により有形固定資産が240百万円減少

し、その他投資有価証券が16百万円減少したこと等により投資その他の資産が30百万円減少したことで

す。 

流動負債は440百万円減少し、4,487百万円となりました。主な要因は支払手形及び買掛金が161百万

円、未払金が一括決済システムの残高が153百万円減少したこと等により140百万円、短期借入金が56百万

円、未払法人税等が40百万円、賞与引当金が25百万円それぞれ減少したことです。固定負債は41百万円増

加し、2,386百万円となりました。主な要因は資産除去債務が94百万円、その他のうち長期未払金が役員

退職慰労引当金からの振替で49百万円増加したこと、長期借入金が45百万円、役員退職慰労引当金が制度

廃止により73百万円減少したことです。その結果、負債全体では398百万円減少し、6,873百万円となりま

した。 

純資産は57百万円減少し、2,409百万円となりました。主な要因は配当金の支払13百万円と四半期純損

失59百万円により利益剰余金が72百万円減少したこと、その他有価証券評価差額金が15百万円増加したこ

とです。 
  

平成23年3月期の業績予想につきましては、平成22年７月29日に公表いたしました第２四半期累計期間

及び通期の業績予想を修正いたしました。具体的な内容については平成22年11月２日公表の「業績予想の

修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

1. 当四半期の業績等に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する定性的情報

(2) 財政状態に関する定性的情報

(3) 業績予想に関する定性的情報
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①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第２四半期会計期間末の貸倒実績率等が第１四半期会計期間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、第１四半期会計期間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棚卸資産の評価方法 

棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積

り、簿価切下げを行う方法によっております。 

③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、事業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。 

④法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、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。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、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、前事業年度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。 

  

①棚卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

従来、原材料、貯蔵品の評価基準及び評価方法は、原価法( 終仕入原価法)によっておりましたが、

第１四半期会計期間より主として先入先出法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)に変

更しております。この変更は、期間損益をより適正に表示することを目的に行ったものであります。 

なお、これにより、当第２四半期累計期間の損益に与える影響額は、軽微であります。 

②「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

第１四半期会計期間より、「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、これにより、当第２四半期累計期間の損益に与える影響額は、営業利益及び経常利益は軽微で

あり、税引前四半期純損失が86,089千円増加しております。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94,485千円であります。 

【追加情報】 

（役員退職慰労金制度の廃止） 

当社は、平成22年５月13日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度を廃止することを決議

し、平成22年６月29日開催の定時株主総会において、退職慰労金の打切り支給を決議いたしました。

これに伴い、第１四半期会計期間において、役員退職慰労引当金を全額取崩し、打切り支給に伴う

当第２四半期会計期間末の未払額49,000千円を固定負債の「その他」に含めて表示しております。 

  

  

該当事項はありません。 

2. その他の情報

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(3) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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3. 四半期財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末
(平成22年９月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,216,185 2,098,015

受取手形及び売掛金 1,835,332 2,071,887

製品 224,905 220,759

仕掛品 71,873 87,067

原材料及び貯蔵品 275,862 302,174

その他 34,204 40,660

貸倒引当金 △16,670 △6,560

流動資産合計 4,641,694 4,814,005

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 855,162 864,049

構築物（純額） 58,869 60,627

機械及び装置（純額） 864,497 947,002

車両運搬具（純額） 6,446 5,969

工具、器具及び備品（純額） 482,641 625,449

土地 1,726,170 1,726,170

リース資産（純額） 10,510 8,529

建設仮勘定 36 6,946

有形固定資産合計 4,004,334 4,244,744

無形固定資産

ソフトウエア 28,652 32,219

その他 7,280 －

無形固定資産合計 35,933 32,219

投資その他の資産

その他 567,757 615,277

貸倒引当金 △46,910 △64,020

投資その他の資産合計 520,847 551,257

固定資産合計 4,561,115 4,828,221

繰延資産

開発費 80,555 97,222

繰延資産合計 80,555 97,222

資産合計 9,283,365 9,739,449
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末
(平成22年９月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(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 567,039 728,377

短期借入金 2,157,390 2,213,876

未払金 1,525,900 1,666,108

未払法人税等 27,160 67,735

賞与引当金 75,000 100,000

その他 135,081 151,605

流動負債合計 4,487,573 4,927,704

固定負債

長期借入金 1,477,619 1,522,804

退職給付引当金 97,560 103,935

役員退職慰労引当金 － 73,100

資産除去債務 94,773 －

その他 716,375 645,123

固定負債合計 2,386,329 2,344,964

負債合計 6,873,902 7,272,668

純資産の部

株主資本

資本金 658,240 658,240

資本剰余金 211,245 211,245

利益剰余金 653,508 726,048

自己株式 △5,113 △4,988

株主資本合計 1,517,880 1,590,544

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 21,602 6,256

土地再評価差額金 869,979 869,979

評価・換算差額等合計 891,582 876,236

純資産合計 2,409,462 2,466,781

負債純資産合計 9,283,365 9,739,449
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(2) 四半期損益計算書

【第２四半期累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期累計期間
(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 4,343,653 4,810,856

売上原価 4,147,000 4,420,827

売上総利益 196,653 390,029

販売費及び一般管理費 239,591 310,559

営業利益又は営業損失（△） △42,938 79,469

営業外収益

受取利息 696 624

受取配当金 2,616 3,102

受取賃貸料 23,616 23,528

助成金収入 46,553 21,878

その他 7,382 4,219

営業外収益合計 80,865 53,354

営業外費用

支払利息 35,872 30,208

その他 7,251 6,511

営業外費用合計 43,124 36,720

経常利益又は経常損失（△） △5,197 96,104

特別利益

固定資産売却益 3,045 251

貸倒引当金戻入額 3,280 20,600

特別利益合計 6,325 20,851

特別損失

固定資産除却損 21,622 23,213

投資有価証券売却損 － 426

投資有価証券評価損 － 40,552

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 85,060

特別損失合計 21,622 149,253

税引前四半期純損失（△） △20,494 △32,298

法人税、住民税及び事業税 954 23,599

法人税等調整額 － 3,499

法人税等合計 954 27,099

四半期純損失（△） △21,449 △59,397
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【第２四半期会計期間】

（単位：千円）

前第２四半期会計期間
(自 平成21年７月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期会計期間
(自 平成22年７月１日
至 平成22年９月30日)

売上高 2,298,305 2,371,066

売上原価 2,184,802 2,183,283

売上総利益 113,503 187,783

販売費及び一般管理費 126,776 146,884

営業利益又は営業損失（△） △13,272 40,899

営業外収益

受取利息 342 329

受取賃貸料 11,981 11,661

助成金収入 15,895 10,851

その他 2,856 1,852

営業外収益合計 31,075 24,694

営業外費用

支払利息 17,894 14,954

その他 3,313 3,258

営業外費用合計 21,208 18,213

経常利益又は経常損失（△） △3,405 47,380

特別利益

固定資産売却益 2,349 251

投資有価証券評価損戻入益 － 4,644

賞与引当金戻入額 10,000 －

貸倒引当金戻入額 220 5,030

特別利益合計 12,569 9,925

特別損失

固定資産除却損 658 21,937

特別損失合計 658 21,937

税引前四半期純利益 8,505 35,368

法人税、住民税及び事業税 115 23,467

法人税等調整額 － 3,499

法人税等合計 115 26,967

四半期純利益 8,389 8,401
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該当事項はありません。 

  

  

  

該当事項はありません。 

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 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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