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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 13,359 21.5 200 ― 60 ― 3 ―

22年3月期第3四半期 10,991 △27.4 △268 ― △308 ― △358 ―

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 0.20 ―

22年3月期第3四半期 △21.95 ―

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 21,218 10,265 48.4 631.09
22年3月期 21,208 10,398 49.0 636.36

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  10,261百万円 22年3月期  10,396百万円

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  

（注）現時点では、配当予想は未定です。 

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 ― 0.00 0.00
23年3月期 ― 0.00 ―

23年3月期 
（予想）

― ―

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 17,400 12.0 250 132.9 55 32.7 20 ― 1.22



(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において、四半期連結財務諸
表に対する四半期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。 
 なお、業績予想に関する事項は、四半期決算短信（添付資料）3ページ「（3）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

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 17,514,297株 22年3月期  17,514,297株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  1,254,628株 22年3月期  1,176,167株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 16,327,128株 22年3月期3Q 16,341,807株
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１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

(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、中国をはじめとする新興国の旺盛な需要を

背景に、一部の企業において緩やかな業績回復の兆候がみられましたが、依然として失業率は高

水準にあり、デフレ傾向が続くなど、自律的な回復には至っておりません。 

 当社グループが属する自動車業界におきましては、新興国市場の拡大、環境対応車や小型車の

伸長等にけん引される形で自動車生産、設備投資ともに回復の傾向を見せました。しかしなが

ら、エコカー補助金の終了に伴う反動減による国内販売台数の大幅な落ち込み、円高基調による

企業収益の圧迫等、依然として予断を許さない状況が続いております。 

 このような状況の中で当社グループは、徹底的な原価低減と中国を中心とする海外での製造・

販売体制構築に取り組んでまいりました。 

その結果、当社グループの第３四半期連結累計期間における売上高は13,359百万円（前年同四

半期比21.5％増）、営業利益は200百万円（前年同四半期は268百万円の営業損失）、経常利益は

60百万円（前年同四半期は308百万円の経常損失）、四半期純利益は3百万円（前年同四半期は35

8百万円の四半期純損失）となりました。 

 

 セグメントごとの業績は次のとおりであります。 

①自動車部品 

売上高は12,472百万円、セグメント利益は196百万円となりました。 

②住宅 

売上高は841百万円、セグメント利益は20百万円となりました。 

③包装製品 

売上高は46百万円、セグメント損失は16百万円となりました。 

 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は21,218百万円（前連結会計年度末比10百万円

増）となりました。 

 このうち流動資産は、10,569百万円（前連結会計年度末比339百万円減）となりました。これ

は主に、前連結会計年度末に比べ、現金及び預金が939百万円増加した一方、販売用不動産が673

百万円及び不動産事業出資金が460百万円それぞれ減少したこと等によるものです。 

 固定資産は、10,597百万円（前連結会計年度末比310百万円増）となりました。これは主に、

前連結会計年度末に比べ、株価下落等により投資有価証券が289百万円減少した一方、建設仮勘

定が437百万円、借地権が201百万円それぞれ増加したこと等によるものです。 

 

（負債） 

 当第３四半期連結会計期間末における負債合計は、10,953百万円（前連結会計年度末比143百

万円増）となりました。 

 このうち流動負債は6,909百万円（前連結会計年度末比326百万円増）となりました。これは主

に、前連結会計年度末に比べ、未払金が97百万円減少した一方、1年内返済予定の長期借入金が3

69百万円及び買掛金が108百万円それぞれ増加したこと等によるものです。 

 固定負債は4,044百万円（前連結会計年度末比182百万円減）となりました。これは主に、前連

結会計年度末に比べ、長期未払金が141百万円増加した一方、長期借入金が212百万円、退職給付

引当金が164百万円それぞれ減少したこと等によるものです。 

 

（純資産） 

当第３四半期連結会計期間末における純資産は10,265百万円（前連結会計年度末比132百万円
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減）となりました。これは主に、その他有価証券評価差額金が83百万円及び為替換算調整勘定が

45百万円それぞれ減少したこと等によるものです。 

 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

業績予想につきましては、平成22年11月５日の公表値から変更しておりません。 

なお、期末配当予想につきましては、現時点では引き続き未定とさせていただき、今後の業績

推移や経営環境を総合的に勘案して、予想額の開示が可能になり次第速やかに開示いたします。 

 

２．その他の情報 

(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 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度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、前連結会計年度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 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、連結会計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。 

 

③ 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の経営環境等かつ、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、前連結会計年度末において使用し

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。 
 

④ 税金費用の計算 

 当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も

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。 

 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 

①「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

 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。 

 これにより、税金等調整前四半期純利益は、34,142千円減少しております。 

 

②「表示方法の変更」 

（四半期連結損益計算書関係） 

 「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

用に伴い、当第３四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」の科目を表

示しております。 

 

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要 
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 該当事項はありません。 

 

(5) 追加情報 

（退職給付引当金） 

 当社は、従来、適格退職年金制度を採用しておりましたが、平成22年４年１日をもって確定給

付企業年金制度に移行し、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指

針第１号）を適用しております。 

 本移行により、特別利益として190,907千円を計上しております。 
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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 2,919,966  1,980,304

  受取手形及び売掛金 4,562,292  4,316,494

  商品及び製品 644,564  605,028

  原材料及び貯蔵品 394,730  342,865

  販売用不動産 72,084  745,117

  繰延税金資産 156,000  156,000

  不動産事業出資金 1,627,500  2,087,500

  その他 1,022,804  1,721,928

  貸倒引当金 △830,159  △1,045,487

  流動資産合計 10,569,783  10,909,750

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物（純額） 1,305,720  1,352,889

   機械装置及び運搬具（純額） 1,191,317  1,307,391

   工具、器具及び備品（純額） 743,086  699,629

   土地 2,008,450  2,008,450

   リース資産（純額） 125,655  134,170

   建設仮勘定 940,514  503,434

   有形固定資産合計 6,314,744  6,005,965

  無形固定資産 416,559  193,032

  投資その他の資産  

   投資有価証券 2,087,026  2,376,464

   繰延税金資産 811,225  754,674

   保険積立金 281,444  281,950

   その他 1,444,808  1,233,889

   貸倒引当金 △758,552  △559,258

   投資その他の資産合計 3,865,952  4,087,720

  固定資産合計 10,597,257  10,286,719

 繰延資産  

  開業費 51,787  11,841

  繰延資産合計 51,787  11,841

 資産合計 21,218,827  21,208,312
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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 3,338,919  3,283,698

  短期借入金 2,027,285  2,114,800

  １年内返済予定の長期借入金 832,756  463,439

  リース債務 30,895  20,642

  未払法人税等 31,376  21,373

  賞与引当金 116,673  185,214

  その他 531,149  493,612

  流動負債合計 6,909,056  6,582,781

 固定負債  

  長期借入金 2,339,764  2,552,398

  リース債務 137,003  117,964

  退職給付引当金 1,250,191  1,415,020

  長期未払金 281,234  139,810

  その他 35,924  1,782

  固定負債合計 4,044,118  4,226,975

 負債合計 10,953,174  10,809,756

（純資産の部）  

 株主資本  

  資本金 2,167,399  2,167,399

  資本剰余金 1,696,397  1,696,397

  利益剰余金 6,622,365  6,619,118

  自己株式 △299,020  △289,624

  株主資本合計 10,187,142  10,193,291

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 124,195  208,016

  為替換算調整勘定 △50,073  △4,360

  評価・換算差額等合計 74,121  203,656

 少数株主持分 4,388  1,607

 純資産合計 10,265,652  10,398,555

負債純資産合計 21,218,827  21,208,312
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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 10,991,914  13,359,660

売上原価 9,467,078  11,212,930

売上総利益 1,524,836  2,146,729

販売費及び一般管理費 1,793,363  1,946,421

営業利益又は営業損失（△） △268,526  200,307

営業外収益  

 受取利息 20,768  21,843

 受取配当金 31,754  34,110

 受取賃貸料 11,185  12,959

 デリバティブ評価益 8,865  －

 その他 37,713  7,873

 営業外収益合計 110,287  76,787

営業外費用  

 支払利息 81,181  139,049

 支払手数料 49,230  41,686

 貸倒引当金繰入額 3,455  －

 その他 16,257  36,026

 営業外費用合計 150,124  216,763

経常利益又は経常損失（△） △308,364  60,331

特別利益  

 固定資産売却益 23,221  －

 退職給付制度改定益 －  190,907

 その他 －  16,030

 特別利益合計 23,221  206,937

特別損失  

 固定資産売却損 －  26,315

 固定資産除却損 17,760  5,368

 投資有価証券評価損 －  142,087

 事業構造改善費用 255,224  －

 減損損失 7,713  792

 その他 14,951  62,687

 特別損失合計 295,649  237,252

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（△） 

△580,792  30,016

法人税等 △215,995  26,936

少数株主損益調整前四半期純利益 －  3,079

少数株主損失（△） △6,147  △167

四半期純利益又は四半期純損失（△） △358,648  3,247
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

 

 (4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 

 

 

 
 




