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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31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3四半期 14,619 26.4 75 ― 207 ― 170 ―

22年3月期第3四半期 11,563 △27.1 △578 ― △493 ― △285 ―

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3四半期 11.46 ―

22年3月期第3四半期 △19.21 ―

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3四半期 16,197 8,525 52.0 566.93
22年3月期 14,944 8,417 55.7 559.62

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  8,429百万円 22年3月期  8,322百万円

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 ― 4.00 ― 4.00 8.00
23年3月期 ― 4.00 ―

23年3月期 
（予想）

4.00 8.00

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 19,000 16.2 150 ― 240 ― 150 ― 10.03



(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 
 業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき判断したものであります。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる
結果と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3Q  14,950,000株 22年3月期  14,950,000株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  81,116株 22年3月期  78,828株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q  14,870,451株 22年3月期3Q  14,874,226株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新興国の経済成長や政府による緊急経済対策の効果などから

企業収益の改善傾向や個人消費の持ち直しなど、景気回復の兆しが見られたものの、急激な円高と景気刺激策終了

による景気押し上げ効果の減退により先行きがますます不透明な状況で推移いたしました。 

このような経済環境の中、当社グル－プの主要なマ－ケットであります船外機用・ＡＴＶ用等の電装品分野にお

きましては、顧客の生産が回復傾向となり、需要は増加いたしました。また、四輪車搭載用等モ－タ分野でも、顧

客の中国向け製品の好調と政府の支援対策車を中心とした生産増加等により需要は増加いたしました。 

その結果、売上高は146億19百万円(前年同期は115億63百万円)となりました。また、利益面につきましては、操

業度増加及び引き続きのコストダウンに努めてまいりましたことと、持分法適用会社の投資利益が増加したことに

より、営業利益75百万円（前年同期は営業損失5億78百万円）、経常利益2億7百万円（前年同期は経常損失4億93百

万円）、四半期純利益1億70百万円（前年同期は四半期純損失2億85百万円）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３四半期連結会計期間末の財政状態は、総資産が161億97百万円となり、前連結会計年度末149億44百万円に

比べ12億52百万円の増加となりました。これは主に売上高の回復や売掛債権譲渡による債権流動化を取りやめた事

による受取手形及び売掛金11億40百万円の増加によるものです。 

負債の部につきましては76億71百万円となり、前連結会計年度末65億26百万円に比べ11億45百万円の増加となり

ました。これは主に支払手形及び買掛金5億38百万円と借入金11億円の増加、および長期前受金3億48百万円の減少

によるものです。 

また、純資産の部につきましては85億25百万円となり、前連結会計年度末84億17百万円に比べ1億7百万円の増加

となりました。 

  

②キャッシュ・フロ－の状況 

当第３四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は7億63百万円となり、前年同期5億2百万円と比べ2

億61百万円の増加となりました。各キャッシュ・フロ－の状況とそれらの要因は次のとおりです。 

（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、税金等調整前四半期純利益1億97百万円と減価償却費6億31百万円を計上

し、仕入債務が5億38百万円増加したものの、売上高の回復と売掛債権譲渡による債権流動化を取りやめた事によ

る売上債権の増加11億40百万円や、賞与引当金の減少1億63百万円、長期前受金の減少3億48百万円等がありまし

た。この結果キャッシュ・フローは3億25百万円の資金減少となりました。 

（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、主に新型車輌用モータ生産設備等の設備投資による支出5億37百万円に

よるものです。この結果キャッシュ・フローは6億38百万円の資金減少となりました。 

（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・フローは主に借入金による収入11億円と配当金の支払1億8百万円によるもので

す。この結果キャッシュ・フローは9億90百万円の資金増加となりました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 通期業績予想につきましては、景気は持ち直してきているものの、先行きに対する不透明な要素が多く、現時点

では平成22年4月28日に公表の予想値を据え置くことといたしますが、今後の業績推移に応じて修正が生じた場合

は速やかに公表することといたします。 

(注)業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき判断したものであります。実際の業績は、

今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。  

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（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 

・繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、及び一時差異の発生状況に

著しい変化がないと認められるので、前連結会計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。 

・税金費用の計算 

 税金費用については、当第３四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、税引前四半期純損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 

 当第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、これにより損益に与える影響はありません。  

  

（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。 

  

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３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 362 334

関係会社預け金 400 402

受取手形及び売掛金 6,404 5,263

商品及び製品 684 633

仕掛品 1,041 997

原材料及び貯蔵品 234 196

繰延税金資産 283 282

その他 273 263

流動資産合計 9,685 8,373

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 902 952

機械装置及び運搬具（純額） 1,868 1,811

土地 842 842

リース資産（純額） 85 143

建設仮勘定 151 418

その他（純額） 134 132

有形固定資産合計 3,985 4,301

無形固定資産 146 76

投資その他の資産   

投資有価証券 1,907 1,761

その他 477 434

貸倒引当金 △4 △4

投資その他の資産合計 2,380 2,191

固定資産合計 6,511 6,570

資産合計 16,197 14,944
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 5,099 4,560

短期借入金 200 －

1年内返済予定の長期借入金 179 －

リース債務 59 90

未払法人税等 43 53

賞与引当金 236 399

その他 779 763

流動負債合計 6,599 5,867

固定負債   

長期借入金 720 －

リース債務 25 53

繰延税金負債 256 218

長期前受金 － 348

退職給付引当金 － 0

その他 70 37

固定負債合計 1,072 658

負債合計 7,671 6,526

純資産の部   

株主資本   

資本金 747 747

資本剰余金 410 410

利益剰余金 6,267 6,215

自己株式 △20 △20

株主資本合計 7,404 7,353

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,059 971

為替換算調整勘定 △34 △3

評価・換算差額等合計 1,024 968

少数株主持分 95 95

純資産合計 8,525 8,417

負債純資産合計 16,197 14,944
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 11,563 14,619

売上原価 10,619 12,945

売上総利益 943 1,674

販売費及び一般管理費 1,522 1,598

営業利益又は営業損失（△） △578 75

営業外収益   

受取利息 1 0

受取配当金 20 22

持分法による投資利益 74 108

雇用調整助成金 91 －

雑収入 13 14

営業外収益合計 202 145

営業外費用   

支払利息 0 3

債権譲渡手数料 0 －

為替差損 3 10

休業手当 113 －

雑支出 0 0

営業外費用合計 117 13

経常利益又は経常損失（△） △493 207

特別利益   

固定資産売却益 18 0

投資有価証券売却益 52 －

特別利益合計 70 0

特別損失   

固定資産除却損 10 9

特別損失合計 10 9

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（△）

△433 197

法人税等 △144 22

少数株主損益調整前四半期純利益 － 174

少数株主利益又は少数株主損失（△） △2 4

四半期純利益又は四半期純損失（△） △285 170
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31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（△）

△433 197

減価償却費 783 631

賞与引当金の増減額（△は減少） △261 △163

退職給付引当金の増減額（△は減少） － △0

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 0

受取利息及び受取配当金 △22 △23

支払利息 0 3

持分法による投資損益（△は益） △74 △108

投資有価証券売却益（△は益） △52 －

有形固定資産売却損益（△は益） △18 △0

有形固定資産除却損 10 9

売上債権の増減額（△は増加） △1,085 △1,140

たな卸資産の増減額（△は増加） 21 △133

その他の流動資産の増減額（△は増加） △19 △6

仕入債務の増減額（△は減少） 870 538

長期前受金の増減額（△は減少） 485 △348

その他の流動負債の増減額（△は減少） △43 221

その他の固定負債の増減額（△は減少） △81 5

小計 79 △316

利息及び配当金の受取額 39 54

利息の支払額 △0 △3

法人税等の支払額 △42 △61

営業活動によるキャッシュ・フロー 76 △325

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の売却による収入 25 0

有形固定資産の取得による支出 △228 △537

有形固定資産の除却による支出 △5 △2

無形固定資産の取得による支出 △14 △98

投資有価証券の取得による支出 △0 △0

投資有価証券の売却による収入 73 －

その他投資の取得による支出 △6 －

その他 － 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △155 △638

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） － 200

長期借入れによる収入 － 900

自己株式の取得による支出 △1 △0

配当金の支払額 △107 △107

少数株主への配当金の支払額 △3 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △112 990

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △191 26

現金及び現金同等物の期首残高 693 736

現金及び現金同等物の四半期末残高 502 763
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 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

 ・偶発債務 

当社の製品の一部に不具合が発生し、今後補修のための損失が発生する見込みであります。現時点において

は、損失額が未確定であり、従いまして当連結会計年度の損益に与える影響額を算定する事は困難な状況であり

ます。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）その他の情報
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