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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6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1四半期 5,928 △31.2 △333 ― △197 ― △224 ―
21年3月期第1四半期 8,611 ― 167 ― 225 ― 107 ―

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1四半期 △13.21 ―
21年3月期第1四半期 6.35 ―

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1四半期 19,609 11,956 61.0 704.03
21年3月期 19,387 12,249 63.0 719.15

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  11,956百万円 21年3月期  12,213百万円

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
（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

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

（予想）
5.00 ― 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） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

11,800 △30.9 △460 ― △390 ― △400 ― △23.55

通期 26,000 △19.4 0 ― 50 97.7 30 ― 1.77



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、３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 
平成21年５月14日発表の連結業績予想を修正しておりません。上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今
後のさまざまな要因によって異なる結果となる可能性があります。 

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1四半期 17,085,034株 21年3月期  17,085,034株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  101,634株 21年3月期  101,394株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 16,983,640株 21年3月期第1四半期 16,986,195株



 当第１四半期における経済情勢は、前期から続く世界的な景気後退の影響が色濃く残り、厳しい状況で推移いたし

ました。わが国におきましても、企業収益の悪化や雇用環境の厳しさなどから個人消費が低迷し、依然として厳しい

経済環境が続いております。 

 このような状況の中、当社グループは前期に引き続き全社一丸となって経費削減活動に取り組んでまいりました

が、車載・家電用機能部品事業における販売の減少が大きく、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高は5,928

百万円（前年同期比31.2％減）、営業損失は333百万円（前年同期は営業利益167百万円）、経常損失は197百万円

（同 経常利益225百万円）、四半期純損失は224百万円（同 四半期純利益107百万円）となりました。 

  

  

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末より221百万円増加し19,609百万円となりまし

た。たな卸資産の増加（前連結会計年度末と比較して196百万円増）等が主な要因であります。負債につきまして

は、前連結会計年度末より514百万円増加し7,652百万円となりました。支払手形及び買掛金の増加（同439百万円

増）等が主な要因であります。純資産につきましては、前連結会計年度末より292百万円減少し11,956百万円となり

ました。利益剰余金の減少（同309百万円減）が主な要因であります。 

 以上の結果、自己資本比率は61.0％となり、前連結会計年度末と比較して2.0ポイント減少しております。 

  

  

  第２四半期累計期間及び通期の業績予想については、平成21年５月14日に発表した業績予想を修正せず据え置い

ておりますが、業績予想を見直す必要が生じた場合には速やかに開示する予定であります。 

  

  

 該当事項はありません。   

  

①固定資産の減価償却費の算定方法 

 減価償却の方法は、主として定率法を採用し、当連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分する方法によ

っております。 

②棚卸資産の評価方法 

 当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高

を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。 

 また、棚卸資産の簿価の切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積

り、簿価の切下げを行う方法によっております。 

③税金費用の計算方法 

 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整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、税金等調整前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算をして

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。 

  

 該当事項はありません。  

  

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

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１四半期連結会計期間末
(平成21年６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 1,128,926 1,069,889

受取手形及び売掛金 6,344,304 6,232,944

商品及び製品 615,840 603,841

仕掛品 282,974 242,742

原材料及び貯蔵品 2,287,866 2,143,750

その他 876,142 1,075,898

貸倒引当金 △580 △564

流動資産合計 11,535,474 11,368,501

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,605,593 5,528,626

減価償却累計額 △2,715,394 △2,633,678

建物及び構築物（純額） 2,890,198 2,894,947

機械装置及び運搬具 4,400,509 4,241,142

減価償却累計額 △2,690,505 △2,526,716

機械装置及び運搬具（純額） 1,710,003 1,714,425

その他 4,535,132 4,473,517

減価償却累計額 △2,279,586 △2,228,570

その他（純額） 2,255,546 2,244,946

有形固定資産合計 6,855,748 6,854,319

無形固定資産   

その他 143,992 137,888

無形固定資産合計 143,992 137,888

投資その他の資産   

投資有価証券 341,248 293,358

前払年金費用 452,361 446,355

その他 305,175 311,828

貸倒引当金 △24,450 △24,450

投資その他の資産合計 1,074,336 1,027,093

固定資産合計 8,074,077 8,019,301

資産合計 19,609,552 19,387,803



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６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 2,382,744 1,943,476

短期借入金 2,419,000 2,019,000

未払法人税等 36,532 163,074

賞与引当金 573,899 377,399

製品保証引当金 53,641 55,703

その他 1,016,626 1,278,824

流動負債合計 6,482,444 5,837,478

固定負債   

長期借入金 1,108,117 1,237,867

退職給付引当金 20,758 20,836

その他 41,479 42,553

固定負債合計 1,170,354 1,301,257

負債合計 7,652,799 7,138,735

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,476,232 2,476,232

資本剰余金 2,640,082 2,640,082

利益剰余金 7,018,136 7,327,402

自己株式 △48,551 △48,517

株主資本合計 12,085,899 12,395,200

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 59,376 27,218

為替換算調整勘定 △188,523 △208,621

評価・換算差額等合計 △129,146 △181,403

少数株主持分 0 35,270

純資産合計 11,956,753 12,249,067

負債純資産合計 19,609,552 19,387,803



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 8,611,735 5,928,260

売上原価 7,821,770 5,639,566

売上総利益 789,964 288,694

販売費及び一般管理費   

製品保証引当金繰入額 2,834 714

給料及び賞与 205,714 207,150

賞与引当金繰入額 56,362 53,436

退職給付引当金繰入額 14,502 20,659

その他 342,974 340,059

販売費及び一般管理費合計 622,389 622,019

営業利益又は営業損失（△） 167,575 △333,325

営業外収益   

受取利息 606 1,899

受取配当金 2,987 1,919

負ののれん償却額 － 10,470

為替差益 17,926 126,419

保険解約返戻金 17,974 5,692

その他 29,965 14,387

営業外収益合計 69,460 160,789

営業外費用   

支払利息 7,769 11,059

その他 3,487 13,455

営業外費用合計 11,256 24,514

経常利益又は経常損失（△） 225,779 △197,050

特別利益   

固定資産売却益 － 1,099

前期損益修正益 2,213 －

その他 － 4

特別利益合計 2,213 1,103

特別損失   

固定資産処分損 5,514 64

その他 1,083 －

特別損失合計 6,598 64

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（△）

221,395 △196,011

法人税等 112,020 28,518

少数株主利益又は少数株主損失（△） 1,441 △180

四半期純利益又は四半期純損失（△） 107,933 △224,348



 該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

  

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

  

   

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

  

   

 該当事項はありません。 

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
車載・家電用
機能部品事業 

（千円） 

通信・制御機
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  4,910,262  1,017,998  5,928,260  －  5,928,260

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 11,000  164,536  175,537 (175,537)  －

計  4,921,263  1,182,534  6,103,798 (175,537)  5,928,260

営業損失（△）  △287,492  △31,159  △318,652 (14,672)  △333,325

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（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  4,942,941  985,319  5,928,260  －  5,928,260

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 128,017  592,967  720,985 (720,985)  －

計  5,070,959  1,578,286  6,649,246 (720,985)  5,928,260

営業損失（△）  △286,669  △31,983  △318,652 (14,672)  △333,325

〔海外売上高〕

  アジア 欧州 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  969,425  9,803  979,229

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  5,928,260

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  16.3  0.2  16.5

（５）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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