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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 27,714 31.4 907 594.6 751 983.9 536 ―

22年3月期第3四半期 21,091 △18.5 130 △46.6 69 76.1 △119 ―

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 59.49 ―

22年3月期第3四半期 △13.25 ―

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 24,971 6,430 25.6 708.98
22年3月期 22,727 6,375 27.9 703.32

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  6,397百万円 22年3月期  6,347百万円

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 ― 2.00 2.00
23年3月期 ― 3.00 ―

23年3月期 
（予想）

3.00 6.00

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 33,657 15.3 860 98.5 750 112.5 533 ― 59.10



(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に対する四半期レビュー手続を実施しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に掲載されている業績見通し等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれておりま
す。世界経済・競合状況・為替・金利の変動等にかかわるリスクや不安定要因により、実際の業績が記載の予想数値と大幅に異なる可能性があります。な
お、業績予想に関する事項は、添付資料Ｐ２「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」をご参照ください。 

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3Q  9,149,400株 22年3月期  9,149,400株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  125,821株 22年3月期  124,441株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q  9,024,112株 22年3月期3Q  9,026,385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経済情勢は、エコカー補助金制度終了やエコポイント制度縮小等により政策

効果が薄れ国内景気が足踏み状態となる中、海外はアジア経済を中心に引き続き堅調に推移いたしました。 

このような環境のもと、当社グループはコスト競争力強化のため、調達及び生産の合理化・部品の内製化・在庫

削減・業務の効率化等経営全般にわたる合理化を進めるとともに、北米市場の回復および新興国市場の成長を睨ん

だ海外展開、環境対策を念頭に置いた新製品開発に努めてまいりました。 

自動車機器事業及び電子機器事業ともに順調に推移したことから売上高は 百万円（前年同期比 ％

増）となりました。利益面では、売上高増加が貢献し営業利益は 百万円（前年同期比 ％増）、経常利益

は 百万円（前年同期比 ％増）、四半期純利益 百万円（前年同期は四半期純損失 百万円）とな

りました。 

セグメントの概況は、次のとおりであります。 

①自動車機器事業 

当社グループの主力製品である自動車用点火コイルは、国内市場のエコカー補助金制度終了に伴う反動減があ

りましたが、アジアを中心とした新興国・北米等の海外市場が大幅に伸長したことに加えて、自動車電装機器に

おける新製品投入効果もあり、売上高は 億 百万円（前年同期比 ％増）と大きく伸長いたしました。 

利益面では、円高による利益の減少、高水準の研究開発費負担等のマイナス要因を、国内外の好調な生産によ

り吸収し、セグメント利益は 億 百万円（前年同期は営業利益 百万円）となりました。 

②電子機器事業 

電子機器事業の主力製品である冷暖房給湯用制御基板は、国内住宅着工件数が低水準で推移したものの世界的

な猛暑を背景に主力のエアコン基板が好調に推移、秋以降も流通在庫確保のため高水準の生産が継続し、売上高

は 億 百万円（前年同期比 ％増）となりました。 

利益面では、研究開発費等の諸経費増、円高による利益の減少を、生産数量増加等によりカバーし、セグメン

ト利益は 億 百万円（前年同期比 ％増）となりました。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

総資産は、 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 億 百万円増加しました。主な増加は、現金預金

億 百万円、受取手形及び売掛金 億 百万円、棚卸資産 億 百万円などであり、主な減少は、その他流動資産

（未収入金など） 億 百万円、有形固定資産 億 百万円などであります。 

負債は、前連結会計年度末に比べ 億 百万円増加し、 百万円となりました。主な増加は、支払手形及

び買掛金 億 百万円、短期借入金 億 百万円、未払金 億 百万円などであり、主な減少は、１年以内返済予定

長期借入金 億 百万円、長期借入金 億 百万円などであります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ 百万円増加し、 百万円となりました。主な増加は、当第３四半期純

利益 百万円などであり、主な減少は、その他有価証券評価差額金 百万円、為替換算調整勘定 億 百万円な

どであります。 

以上の結果、自己資本比率は ％となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は 百万円となり、前連結会計年度末と比べ

百万円増加となりました。 

営業活動によって得られたキャッシュ・フローは、 百万円となりました。主な理由は、税金等調整前四半

期純利益 百万円、減価償却費 百万円、仕入債務の増加 百万円、売上債権の増加 百万円、た

な卸資産の増加 百万円などがあったことによるものです。 

投資活動により使用したキャッシュ・フローは、 百万円となりました。主な理由は、有形固定資産の取得

による支出 百万円などによるものです。 

財務活動により使用したキャッシュ・フローは、 百万円となりました。主な理由は、短期借入の純増加額

百万円、長期借入による調達 円、長期借入金の返済による支出 百万円などによるものです。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成23年３月期通期の業績予想につきましては、平成22年5月14日発表の業績予想に変更はありません。 

今後、何らかの変化がある場合は、適切に開示してまいります。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

277億14 31.4

9億7 594.6

7億51 983.9 5億36 1億19

181 82 37.3

11 74 89

95 31 21.4

4 87 10.7

249億71 22 44

17 44 5 82 3 45

1 30 2 80

21 89 185億40

14 4 2 50 12 81

1 29 6 87

54 64億30

5億36 43 3 97

25.6

28億63

17億44

35億25

7億22 10億49 28億98 7億7

4億76

10億98

10億48

5億81

2億50 1億 8億58
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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、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。 

また、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、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

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。これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 

  

（４）追加情報 

第２四半期連結会計期間より、ヘッジ会計の要件を充たすこととなったため、外貨建債権債務及び外貨建予定取

引に関する為替予約について、ヘッジ会計を適用しております。  

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：千円）

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 2,891,178 1,146,374

受取手形及び売掛金 6,861,590 6,278,926

商品及び製品 1,178,620 1,080,429

仕掛品 308,778 198,256

原材料及び貯蔵品 1,947,083 1,810,541

その他 1,159,674 1,290,643

貸倒引当金 △10,669 △19,310

流動資産合計 14,336,256 11,785,862

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,687,182 2,804,392

機械装置及び運搬具（純額） 3,191,901 3,255,077

土地 2,100,795 2,117,247

建設仮勘定 534,730 651,757

その他（純額） 443,511 410,607

有形固定資産合計 8,958,121 9,239,081

無形固定資産 92,223 74,479

投資その他の資産   

投資有価証券 699,829 760,801

その他 887,335 869,359

貸倒引当金 △2,250 △2,250

投資その他の資産合計 1,584,914 1,627,910

固定資産合計 10,635,259 10,941,471

資産合計 24,971,516 22,727,334
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（単位：千円）

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 7,775,378 6,370,743

短期借入金 2,032,887 1,782,845

1年内返済予定の長期借入金 1,216,766 1,346,004

未払金 3,266,107 1,985,080

未払法人税等 137,515 124,641

賞与引当金 295,581 368,489

リース資産減損勘定 25,827 30,695

その他 481,775 312,880

流動負債合計 15,231,840 12,321,381

固定負債   

長期借入金 1,995,690 2,683,143

退職給付引当金 818,575 823,897

役員退職慰労引当金 189,900 183,370

長期リース資産減損勘定 16,620 35,093

その他 288,315 304,740

固定負債合計 3,309,101 4,030,245

負債合計 18,540,942 16,351,626

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,190,000 2,190,000

資本剰余金 3,882,941 3,882,941

利益剰余金 1,341,692 849,956

自己株式 △59,188 △58,695

株主資本合計 7,355,446 6,864,202

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 88,830 132,653

為替換算調整勘定 △1,046,766 △649,406

評価・換算差額等合計 △957,935 △516,753

少数株主持分 33,062 28,258

純資産合計 6,430,573 6,375,707

負債純資産合計 24,971,516 22,727,334
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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：千円）

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 21,091,562 27,714,633

売上原価 17,611,963 22,921,990

売上総利益 3,479,599 4,792,643

販売費及び一般管理費 3,349,012 3,885,624

営業利益 130,586 907,018

営業外収益   

受取利息 3,530 4,561

受取配当金 11,451 9,945

補助金収入 32,124 9,526

その他 35,324 51,424

営業外収益合計 82,431 75,457

営業外費用   

支払利息 85,668 78,116

手形売却損 1,463 2,715

為替差損 16,658 143,827

休止固定資産減価償却費 28,540 －

その他 11,327 6,002

営業外費用合計 143,657 230,662

経常利益 69,359 751,813

特別利益   

固定資産売却益 8,201 2,138

受取保険金 － 43,552

特別利益合計 8,201 45,691

特別損失   

前期損益修正損 － 8,094

固定資産売却損 5,845 258

固定資産除却損 6,145 10,745

減損損失 － 15,290

災害による損失 － 40,583

子会社工場閉鎖費用 597 －

特別損失合計 12,588 74,972

税金等調整前四半期純利益 64,972 722,531

法人税、住民税及び事業税 170,593 192,575

法人税等調整額 1,122 △12,823

法人税等合計 171,715 179,751

少数株主損益調整前四半期純利益 － 542,779

少数株主利益 12,835 5,922

四半期純利益又は四半期純損失（△） △119,577 536,857
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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 64,972 722,531

減価償却費 915,889 1,049,829

減損損失 － 15,290

貸倒引当金の増減額（△は減少） △13,479 △7,511

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,536 △5,321

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,870 6,530

受取利息及び受取配当金 △14,982 △14,506

支払利息 85,668 78,116

為替差損益（△は益） 20,281 47,360

有形固定資産除却損 6,145 10,745

有形固定資産売却損益（△は益） △2,355 △1,880

受取保険金 － △43,552

災害損失 － 40,583

売上債権の増減額（△は増加） △825,783 △707,044

たな卸資産の増減額（△は増加） △733,328 △476,143

仕入債務の増減額（△は減少） 2,654,205 2,898,224

未払消費税等の増減額（△は減少） 14,892 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 32,460 △72,279

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △1,300 －

その他 △8,516 161,329

小計 2,207,176 3,702,301

利息及び配当金の受取額 14,892 14,506

利息の支払額 △79,186 △76,749

保険金の受取額 － 43,552

法人税等の還付額 47,905 －

法人税等の支払額 △3,554 △158,043

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,187,233 3,525,567

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △800 －

有形固定資産の取得による支出 △674,345 △1,048,917

有形固定資産の売却による収入 52,412 7,982

無形固定資産の取得による支出 △17,136 △29,696

投資有価証券の取得による支出 △12,566 △33,697

貸付けによる支出 △1,000 －

貸付金の回収による収入 9,676 －

その他 △5,993 5,789

投資活動によるキャッシュ・フロー △649,753 △1,098,539
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（単位：千円）

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) 

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） △140,000 250,377

長期借入れによる収入 600,000 100,827

長期借入金の返済による支出 △752,353 △858,916

配当金の支払額 － △45,121

少数株主への配当金の支払額 － △1,100

その他 △23,334 △27,323

財務活動によるキャッシュ・フロー △315,687 △581,255

現金及び現金同等物に係る換算差額 △33,662 △101,744

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,188,129 1,744,027

現金及び現金同等物の期首残高 1,456,247 1,119,367

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,644,376 2,863,394
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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） 

（注）１．製品の種類別及び売上集計区分を基準として、事業区分を行っております。 

２．各事業の主要な製品 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた金額及び主な内容は以下のとおりです。 

  

[所在地別セグメント情報] 

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） 

（注）１．地域は地理的接近度により区分しております。 

２．区分に属する地域の内訳は、次のとおりであります。 

北米 ……… 米国、欧州 ……… ハンガリー、アジア ……… 中国・インド 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた金額及び内容は以下のとおりであります。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

  
自動車機器事業 

（千円） 

電子機器事業 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

売上高   

(1）外部顧客に対する売上高  13,240,414 7,851,148 21,091,562  － 21,091,562

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 － － －  － －

計  13,240,414 7,851,148 21,091,562  － 21,091,562

営業費用  13,151,063 7,410,719 20,561,783  399,192 20,960,975

営業利益  89,350 440,428 529,779  (399,192) 130,586

事業区分 主要製品 

自動車機器事業 ガソリンエンジン用点火コイル、ミッションスイッチ、センサー、車載用制御基板 

電子機器事業 ファンヒーター用・エアコン用・給湯器用等の電子制御機器、及び電子着火装置 

  
当第３四半期連結累計期間 

（千円） 
主な内容 

消去又は全社の項目に含めた

配賦不能費用の金額 
 399,192 当社管理部門に係る費用であります。 

  
日本 

（千円） 

北米 

（千円） 

欧州 

（千円） 

アジア 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

売上高    

(1）外部顧客に対する売上高  15,513,010 3,582,085 1,508,563 487,902  21,091,562  － 21,091,562

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 3,169,214 30,117 166,896 343,835  3,710,064  (3,710,064) －

計  18,682,224 3,612,203 1,675,459 831,738  24,801,626  (3,710,064) 21,091,562

営業費用  17,828,628 3,741,726 1,634,591 1,035,545  24,240,491  (3,279,515) 20,960,975

営業利益又は営業損失（△）  853,596 △129,523 40,868 △203,806  561,134  (430,548) 130,586

  
当第３四半期連結累計期間 

（千円） 
主な内容 

消去又は全社の項目に含めた

配賦不能費用の金額 
 399,192 当社管理部門に係る費用であります。 
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[海外売上高] 

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） 

（注）１．地域は、地理的接近度により区分しております。 

２．各区分に属する地域の内訳は、次のとおりであります。 

北米 …………… 米国 

その他 ………… ハンガリー、中国、インド、オーストラリア、台湾他 

３．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。 

  

[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になっているものであります。 

当社は、「自動車機器事業」、「電子機器事業」の２つの事業を基本に組織が構成されており、各事業本部

は、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、「自動車機器事業」、「電子機器事業」の２つを報告セグメントとしております。 

「自動車機器事業」は、ガソリンエンジン用点火コイル、ミッションスイッチ、回転センサー、車載用電子制

御基板等を製造・販売しております。 

「電子機器事業」は、ファンヒーター用・エアコン用・給湯器用等の電子制御機器及び電子着火装置等を製

造・販売しております。 

  

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） 

（単位：千円）

（注）１．セグメント利益の調整額 千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用 千円で

あります。なお、全社費用は、各報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

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 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。  

  

  北米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  3,584,961  2,035,269  5,620,230

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  21,091,562

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  17.0  9.6  26.6

  

報告セグメント 

合計 
調整額 

（注）１ 

四半期連結 

損益計算書 

計上額 

（注）２ 
自動車機器事業 電子機器事業 計 

売上高   

外部顧客への売上高  18,182,914 9,531,718 27,714,633 27,714,633  － 27,714,633

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 － － － －  － －

計  18,182,914 9,531,718 27,714,633 27,714,633  － 27,714,633

セグメント利益  1,174,446 487,379 1,661,825 1,661,825  (754,807) 907,018

754,807 754,807

（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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