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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9月30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2四半期 11,864 △43.1 △59 ― △43 ― △172 ―
21年3月期第2四半期 20,860 ― 1,367 ― 1,339 ― 670 ―

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2四半期 △11.03 ―
21年3月期第2四半期 35.91 ―

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2四半期 23,327 13,442 57.0 850.45
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2四半期  13,290百万円 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  無   

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）
― 5.00 10.00

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  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 25,000 △29.6 430 △67.1 450 △56.9 200 158.7 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  無  

(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 
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2四半期 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2四半期  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2四半期 15,626,970株 21年3月期第2四半期 18,675,133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） 

（注）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 無 

   平成 22 年 3 月期の個別業績予想については、平成 21 年 10 月 28 日に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」

において、修正しております。 

 
 

 

 

 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  17,900 △23.4 520 △25.7 690 △43.5 380 △33.9 24.32



 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、一部に回復の兆しが見られるものの、世界的な景気停滞、円高

の進行などにより、先行きが不透明な状況が続きました。 

 当社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

復の兆しが見えたものの、全体的には生産・販売は低水準のままであり、引続き厳しい経営環境となりました。 

 このような状況下、当社グループは総力を結集して各種施策に取り組み、業績の拡大と経営基盤の強化に努めてま

いりました。この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は118億６千４百万円（前年同期比43.1％減）、営業損

失５千９百万円（前年同期は営業利益13億６千７百万円）、経常損失４千３百万円（前年同期は経常利益13億３千９

百万円）、四半期純損失１億７千２百万円（前年同期は四半期純利益６億７千万円）と、誠に遺憾ながら減収減益と

なりました。  

 なお、事業の種類別セグメントの状況では、自動車関連部品事業の売上高は、前年同期比42.3％減の111億２千４

百万円となりました。また、情報通信関連部品事業の売上高は、前年同期比54.8％減の４億２千２百万円、その他関

連部品事業の売上高は、前年同期比49.5％減の３億１千７百万円となりました。 

  

   

  

（１）資産、負債及び純資産の状況  

当第２四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

及び売掛金等の流動資産の増加等により、前連結会計年度末比７億４千３百万円増加し233億２千７百万円とな

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５億１千３百万円増加し98億８千４

百万円となりました。 

純資産の残高は、評価・換算差額等が増加、利益剰余金等が減少した結果、134億４千２百万円となりまし

た。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況 

当第２四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10億８千４百万円増加し51億５千４百万円となりました。 

当第２四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、15億８千３百万円の資金の増加となりました。 

これは主に、税金等調整前四半期純損失８千１百万円を計上し、売上債権が８億９千２百万円増加しました

が、たな卸資産が11億９千６百万円減少し、仕入債務が４億４千万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３億３千３百万円となりました。 

これは主に、固定資産の取得３億３千３百万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２億１千５百万円となりました。 

これは主に、社債の償還１億２千万円、配当金の支払７千８百万円によるものであります。  

  

  

  

 平成21年５月19日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

  

  

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。  

  

  

該当事項はありません。  

  

  

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２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30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 5,154,942 4,070,929

受取手形及び売掛金 5,883,145 4,898,258

商品及び製品 2,605,111 3,576,397

仕掛品 208,416 275,352

原材料及び貯蔵品 577,632 542,907

繰延税金資産 317,875 252,669

その他 195,684 631,583

貸倒引当金 △19,799 △16,698

流動資産合計 14,923,009 14,231,400

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,542,809 2,427,312

減価償却累計額 △860,899 △782,124

建物及び構築物（純額） 1,681,909 1,645,188

機械装置及び運搬具 4,794,415 4,405,959

減価償却累計額 △2,348,533 △2,013,797

機械装置及び運搬具（純額） 2,445,881 2,392,162

工具、器具及び備品 2,890,059 2,826,760

減価償却累計額 △2,492,992 △2,412,561

工具、器具及び備品（純額） 397,066 414,198

土地 627,315 600,324

建設仮勘定 14,010 17,068

有形固定資産合計 5,166,183 5,068,942

無形固定資産   

のれん 648,555 693,900

ソフトウエア 184,561 221,758

その他 130,318 126,586

無形固定資産合計 963,434 1,042,245

投資その他の資産   

投資有価証券 350,836 314,052

繰延税金資産 209,348 213,505

長期預金 600,000 600,000

その他 1,116,646 1,117,715

貸倒引当金 △2,037 △3,575

投資その他の資産合計 2,274,795 2,241,697

固定資産合計 8,404,414 8,352,885

資産合計 23,327,423 22,584,285



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30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 5,999,158 5,530,423

1年内償還予定の社債 240,000 240,000

未払法人税等 161,430 67,333

賞与引当金 149,243 108,000

役員賞与引当金 22,000 54,000

その他 536,492 438,181

流動負債合計 7,108,325 6,437,938

固定負債   

社債 2,140,000 2,260,000

繰延税金負債 42,609 41,968

退職給付引当金 504,065 515,716

その他 89,727 115,913

固定負債合計 2,776,403 2,933,598

負債合計 9,884,728 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 12,462,930 12,713,354

自己株式 △1,958,727 △1,958,727

株主資本合計 13,941,319 14,191,742

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 29,404 9,569

為替換算調整勘定 △680,694 △1,134,871

評価・換算差額等合計 △651,290 △1,125,302

新株予約権 3,360 3,360

少数株主持分 149,305 142,947

純資産合計 13,442,695 13,212,748

負債純資産合計 23,327,423 22,584,285



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 20,860,219 11,864,557

売上原価 16,135,667 9,461,973

売上総利益 4,724,552 2,402,583

販売費及び一般管理費 3,357,547 2,461,706

営業利益又は営業損失（△） 1,367,005 △59,123

営業外収益   

受取利息 30,113 8,289

為替差益 － 5,897

受取賃貸料 12,562 10,756

作業くず売却益 30,306 7,097

還付加算金 － 8,730

その他 28,355 17,881

営業外収益合計 101,337 58,652

営業外費用   

支払利息 － 22,586

為替差損 105,387 －

支払補償費 － 12,272

その他 23,387 8,434

営業外費用合計 128,774 43,293

経常利益又は経常損失（△） 1,339,568 △43,764

特別利益   

固定資産売却益 － 286

貸倒引当金戻入額 5,796 1,542

その他 454 31

特別利益合計 6,250 1,860

特別損失   

固定資産除却損 8,062 945

投資有価証券評価損 56,924 －

事業構造改善費用 － 33,708

その他 5,870 4,743

特別損失合計 70,857 39,398

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（△）

1,274,961 △81,302

法人税、住民税及び事業税 498,766 170,075

法人税等調整額 95,296 △73,534

法人税等合計 594,062 96,540

少数株主利益又は少数株主損失（△） 10,240 △5,554

四半期純利益又は四半期純損失（△） 670,658 △172,288



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30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（△）

1,274,961 △81,302

減価償却費 511,960 439,345

のれん償却額 47,512 45,345

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7,058 944

賞与引当金の増減額（△は減少） 47,261 40,648

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △42,000 △32,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,483 △11,997

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 △33,951 △12,045

支払利息 5,462 22,586

投資有価証券評価損益（△は益） 56,924 －

固定資産売却損益（△は益） 479 1,276

固定資産除却損 8,062 945

売上債権の増減額（△は増加） 49,112 △892,052

たな卸資産の増減額（△は増加） △77,572 1,196,247

仕入債務の増減額（△は減少） △119,720 440,124

その他投資の増減額（△は増加） 13,514 △2,297

その他 130,081 203,675

小計 1,527,420 1,359,444

利息及び配当金の受取額 32,915 12,129

利息の支払額 △5,462 △22,586

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △703,697 234,759

営業活動によるキャッシュ・フロー 851,176 1,583,746

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 △404,330 △311,433

有形固定資産の売却による収入 28,601 489

無形固定資産の取得による支出 △37,908 △22,025

無形固定資産の売却による収入 22 －

投資有価証券の取得による支出 △102,838 △3,342

貸付けによる支出 △13,594 △4,935

貸付金の回収による収入 6,008 7,303

投資活動によるキャッシュ・フロー △524,039 △333,944

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 △36,064 △17,699

自己株式の取得による支出 △299,024 －

配当金の支払額 △188,891 △78,134

財務活動によるキャッシュ・フロー △523,979 △215,834

現金及び現金同等物に係る換算差額 △113,102 50,043

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △309,945 1,084,012

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 7,365,977 5,154,942



該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30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２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30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  19,295,595  934,835  629,789  20,860,219  －  20,860,219

営業利益  1,816,220  54,826  105,791  1,976,838 (609,833)  1,367,005

  
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  11,124,235  422,381  317,940  11,864,557  －  11,864,557

営業利益又は営業損失（△）  405,605  9,344  59,462  474,412 (533,535)  △59,123

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  15,818,799  4,385,404 1,842,758 1,062,800 1,194,235 54,345  24,358,343  (3,498,123) 20,860,219

営業利益又

は営業損失

（△） 

 1,324,238  224,682 295,907 138,315 △12,521 6,056  1,976,679  (609,673) 1,367,005

  
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  9,199,455  2,224,043 901,638 329,657 931,762 7,961  13,594,519  (1,729,962) 11,864,557

営業利益又

は営業損失

（△） 

 553,578  △121,159 3,118 △24,578 △31,606 △736  378,616  (437,740) △59,123



  

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30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）  4,388,876  2,942,253  1,175,525  8,506,655

Ⅱ 連結売上高（千円）                    20,860,219

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割

合（％） 
 21.0  14.1  5.7  40.8

  アメリカ アジア ヨーロッパ 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  2,240,736  1,766,474  379,032  4,386,243

Ⅱ 連結売上高（千円）                    11,864,557

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割

合（％） 
 18.9  14.9  3.2  37.0

（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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