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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第3四半期 19,535 △34.4 302 △80.9 322 △79.9 16 △97.8
21年3月期第3四半期 29,766 ― 1,589 ― 1,603 ― 780 ―

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

22年3月期第3四半期 1.08 ―
21年3月期第3四半期 44.05 ―

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

22年3月期第3四半期 24,585 13,145 52.9 832.03
21年3月期 22,584 13,212 57.9 836.15

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  13,002百万円 21年3月期  13,066百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  有  
 

1株当たり配当金
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

21年3月期 ― 10.00 ― 5.00 15.00
22年3月期 ― 5.00 ―
22年3月期 

（予想）
7.00 12.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

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 26,500 △25.4 560 △57.1 570 △45.4 200 158.7 12.80



4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 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  有  
（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(3) 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（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もの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成21年５月19日に公表いたしました連結業績予想は、本資料において修正しております。なお、詳細につきましては、本日公表の「業績予想及び期
末配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
２．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仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等につい
ては、４ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第3四半期 18,390,040株 21年3月期  18,390,040株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  2,763,070株 21年3月期  2,763,070株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 15,626,970株 21年3月期第3四半期 17,718,320株



（参考）個別業績予想 
平成 22 年 3 月期の個別業績予想（平成21 年4 月１日～平成22 年3 月31 日） 

                                                （％表示は対前期増減率） 

 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 △18.7 700 0.1 860 △29.6 470 △18.2 30.08

（注）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 有 
    

 



 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、経済対策の効果や中国やアジア向けなどの需要回復により好転

の兆しが見られたものの、雇用や設備投資の停滞、個人消費の伸び悩みなど、依然として厳しい状況が続きました。

 当社グループの主力事業分野であります自動車業界におきましても、自動車販売に対するインセンティブ策などに

より回復は見られたものの、世界的な経済危機以前の状況と比べると、引続き厳しい経営環境で推移いたしました。

 このような状況下、当社グループは総力を挙げて各種施策に取組み、業績の回復と経営基盤の強化に努めてまいり

ました。この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、195億３千５百万円（前年同期比34.4％減）、営業利益

３億２百万円（前年同期比80.9％減）、経常利益３億２千２百万円（前年同期比79.9％減）、四半期純利益１千６百

万円（前年同期比97.8％減）となりました。  

 なお、事業の種類別セグメントの状況では、自動車部品関連事業の売上高は183億５千３百万円（前年同期比

33.5％減）、情報通信関連部品事業の売上高は７億６千９百万円（前年同期比38.1％減）、その他関連部品事業の売

上高は４億１千２百万円（前年同期比54.7％減）となりました。  

  

  

  

（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における資産の残高は、たな卸資産は減少したものの、現金及び預金、受取手形

及び売掛金の流動資産の増加等により、前連結会計年度末比20億１百万円増加し245億８千５百万円となりまし

た。 

負債の残高は、支払手形及び買掛金の増加等により、前連結会計年度末比20億６千８百万円増加し114億４千

万円となりました。 

純資産の残高は、評価・換算差額等が増加、配当金の支払により利益剰余金が減少したことなどから、131億

４千５百万円となりました。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に

比べ17億９千７百万円増加し58億６千８百万円となりました。 

当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果、24億８千５百万円の資金の増加となりました。 

これは主に、売上債権が20億６千７百万円増加しましたが、税金等調整前四半期純利益２億３千４百万円を計

上し、たな卸資産が11億７千９百万円減少、仕入債務が20億９百万円増加したことなど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） 

投資活動の結果、使用した資金は４億８百万円となりました。 

これは主に、固定資産の取得４億３百万円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） 

財務活動の結果、使用した資金は３億４百万円となりました。 

これは主に、配当金の支払１億５千６百万円、社債の償還１億２千万円によるものであります。  

  

  

 当第３四半期連結累計期間における業績の進捗状況を勘案し、業績予想の見直しを行いました結果、平成21年５月

19日に公表いたしました「平成22年３月期の連結業績予想」を修正しております。詳しくは、平成22年２月９日に公

表した「業績予想及び期末配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。  

  

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

２．連結財政状態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



  

該当事項はありません。  

  

  

（簡便な会計処理） 

たな卸資産の評価方法 

当第３四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関して、実地たな卸を省略し第２四半期連結会計期間

末に係る実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。  

  

  

該当事項はありません。  

  

  

４．その他

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

（２）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

（３）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



５．四半期連結財務諸表 
（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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,868,427 4,070,929

受取手形及び売掛金 6,954,305 4,898,258

商品及び製品 2,555,968 3,576,397

仕掛品 180,506 275,352

原材料及び貯蔵品 535,031 542,907

繰延税金資産 290,298 252,669

その他 283,871 631,583

貸倒引当金 △19,902 △16,698

流動資産合計 16,648,507 14,231,400

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,403,380 2,427,312

減価償却累計額 △807,438 △782,124

建物及び構築物（純額） 1,595,941 1,645,188

機械装置及び運搬具 4,632,611 4,405,959

減価償却累計額 △2,347,083 △2,013,797

機械装置及び運搬具（純額） 2,285,528 2,392,162

工具、器具及び備品 2,831,933 2,826,760

減価償却累計額 △2,481,537 △2,412,561

工具、器具及び備品（純額） 350,395 414,198

土地 608,816 600,324

建設仮勘定 16,701 17,068

有形固定資産合計 4,857,384 5,068,942

無形固定資産   

のれん 625,882 693,900

ソフトウエア 152,406 221,758

その他 125,026 126,586

無形固定資産合計 903,315 1,042,245

投資その他の資産   

投資有価証券 338,503 314,052

繰延税金資産 217,719 213,505

長期預金 600,000 600,000

その他 1,022,436 1,117,715

貸倒引当金 △2,425 △3,575

投資その他の資産合計 2,176,234 2,241,697

固定資産合計 7,936,934 8,352,885

資産合計 24,585,441 22,584,285



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,557,599 5,530,423

1年内償還予定の社債 240,000 240,000

未払法人税等 211,163 67,333

賞与引当金 110,415 108,000

役員賞与引当金 30,300 54,000

その他 522,734 438,181

流動負債合計 8,672,212 6,437,938

固定負債   

社債 2,140,000 2,260,000

繰延税金負債 40,815 41,968

退職給付引当金 508,726 515,716

その他 78,435 115,913

固定負債合計 2,767,977 2,933,598

負債合計 11,440,190 9,371,537

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,825,671 1,825,671

資本剰余金 1,611,444 1,611,444

利益剰余金 12,574,020 12,713,354

自己株式 △1,958,727 △1,958,727

株主資本合計 14,052,409 14,191,742

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 21,068 9,569

為替換算調整勘定 △1,071,443 △1,134,871

評価・換算差額等合計 △1,050,374 △1,125,302

新株予約権 3,360 3,360

少数株主持分 139,856 142,947

純資産合計 13,145,251 13,212,748

負債純資産合計 24,585,441 22,584,285



（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20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第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) 

売上高 29,766,579 19,535,304

売上原価 23,251,184 15,479,152

売上総利益 6,515,395 4,056,152

販売費及び一般管理費 4,926,139 3,753,292

営業利益 1,589,255 302,859

営業外収益   

受取利息 43,077 10,474

為替差益 － 11,716

受取賃貸料 18,783 13,357

作業くず売却益 40,783 12,781

還付加算金 － 8,732

その他 34,193 20,661

営業外収益合計 136,838 77,724

営業外費用   

支払利息 － 32,742

為替差損 83,527 －

支払補償費 － 16,608

その他 38,579 8,963

営業外費用合計 122,106 58,313

経常利益 1,603,987 322,271

特別利益   

固定資産売却益 － 1,105

貸倒引当金戻入額 5,810 1,153

その他 964 31

特別利益合計 6,775 2,290

特別損失   

投資有価証券評価損 109,848 －

ゴルフ会員権評価損 20,689 180

事業構造改善費用 － 78,585

その他 16,253 11,095

特別損失合計 146,791 89,861

税金等調整前四半期純利益 1,463,971 234,700

法人税、住民税及び事業税 592,543 277,537

法人税等調整額 73,437 △52,115

法人税等合計 665,980 225,421

少数株主利益又は少数株主損失（△） 17,480 △7,656

四半期純利益 780,509 16,936



（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20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第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) 

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 1,463,971 234,700

減価償却費 791,250 677,485

のれん償却額 71,181 68,017

貸倒引当金の増減額（△は減少） △10,927 2,249

賞与引当金の増減額（△は減少） △88,233 3,323

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △23,000 △23,700

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,512 △7,363

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △334,126 －

受取利息及び受取配当金 △48,062 △14,523

支払利息 7,637 32,742

投資有価証券評価損益（△は益） 109,848 －

固定資産売却損益（△は益） △22 573

固定資産除却損 12,675 6,381

売上債権の増減額（△は増加） 1,125,290 △2,067,247

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,536,842 1,179,915

仕入債務の増減額（△は減少） △948,565 2,009,861

その他投資の増減額（△は増加） 20,146 94,530

その他 △224,274 139,976

小計 397,456 2,336,924

利息及び配当金の受取額 46,303 13,705

利息の支払額 △7,637 △24,044

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △1,105,691 159,315

営業活動によるキャッシュ・フロー △669,569 2,485,901

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △729,735 △377,377

有形固定資産の売却による収入 41,179 2,266

無形固定資産の取得による支出 △45,433 △26,537

無形固定資産の売却による収入 102 －

投資有価証券の取得による支出 △104,089 △5,064

貸付けによる支出 △13,857 △5,935

貸付金の回収による収入 7,641 12,501

敷金の差入による支出 － △8,179

投資活動によるキャッシュ・フロー △844,193 △408,326

財務活動によるキャッシュ・フロー   

社債の償還による支出 － △120,000

リース債務の返済による支出 △45,815 △28,538

自己株式の取得による支出 △2,312,222 －

新株予約権の発行による収入 3,360 －

配当金の支払額 △374,003 △156,269

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,728,681 △304,808

現金及び現金同等物に係る換算差額 △177,954 24,730

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,420,398 1,797,497

現金及び現金同等物の期首残高 7,675,922 4,070,929

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,255,524 5,868,427



該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

  

当第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．事業区分の方法 

 事業は、製品・商品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品・商品 

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

  

当第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） 

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
自動車関連
部品事業 
（千円） 

情報通信関
連部品事業 
（千円） 

その他関連
部品事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

売上高 27,614,155 1,243,202 909,221 29,766,579 － 29,766,579 

営業利益 2,321,352 39,749 145,556 2,506,658 (917,402) 1,589,255 

  
自動車関連
部品事業 
（千円） 

情報通信関
連部品事業 
（千円） 

その他関連
部品事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

売上高 18,353,524 769,651 412,129 19,535,304 － 19,535,304 

営業利益 999,733 46,674 85,118 1,131,526 (828,666) 302,859 

事業区分 主要製品・商品 

自動車関連部品事業 エンジン関連部品、車体組立用締結部品等 

情報通信関連部品事業 携帯電話関連部品、ゲーム機関連部品 

その他関連部品事業 ＯＡ関連部品、その他関連部品 

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（千円） 
アメリカ 
（千円） 

タイ 
（千円） 

英国 
（千円） 

中国 
（千円） 

フィンラン
ド  

（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

売上高 22,262,633 6,412,660 2,729,598 1,556,874 1,724,626 83,059 34,769,452 (5,002,873) 29,766,579

営業利益又

は営業損失

（△） 

1,819,834 308,574 438,092 179,339 △30,176 9,823 2,725,488 (1,136,233) 1,589,255

  
日本 

（千円） 
アメリカ 
（千円） 

タイ 
（千円） 

英国 
（千円） 

中国 
（千円） 

フィンラン
ド  

（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

売上高 15,361,424 3,723,342 1,501,934 571,216 1,583,228 7,961 22,749,107 (3,213,802) 19,535,304

営業利益又

は営業損失

（△） 

1,086,919 △93,694 30,443 △19,726 35,602 △736 1,038,807 (735,947) 302,859



前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

  

当第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．国又は地域は地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

アジア…………タイ、中国、マレーシア、ベトナム、インドネシア等 

ヨーロッパ……英国、フィンランド、ベルギー、スペイン、ハンガリー等 

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。 

該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕

  アメリカ アジア ヨーロッパ 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 6,422,718 4,335,355 1,691,700 12,449,774 

Ⅱ 連結売上高（千円）       29,766,579 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割

合（％） 
21.6 14.5 5.7 41.8 

  アメリカ アジア ヨーロッパ 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 3,743,249 2,982,144 627,339 7,352,733 

Ⅱ 連結売上高（千円）                19,535,304 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割

合（％） 
19.1 15.3 3.2 37.6 

（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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