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1.  平成22年3月期第1四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 897 △46.2 △71 ― △64 ― △64 ―
21年3月期第1四半期 1,668 ― 16 ― 31 ― 11 ―

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 △10.84 ―
21年3月期第1四半期 1.94 ―

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 5,076 2,194 43.2 365.91
21年3月期 5,604 2,252 40.2 375.49

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  2,194百万円 21年3月期  2,252百万円

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  
期末配当予想については、平成21年5月7日付「平成21年3月期決算短信（非連結）」にて「未定」としておりましたが、当第1四半期決算短信において無配と
させていただきます。 
内容につきましては、本日別途開示いたしました「業績予想及び期末配当予想の修正に関するお知らせ」をご確認下さい。 

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成22年3月期の業績予想（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2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）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

第2四半期 
累計期間

2,000 △41.1 △50 ― △45 ― △46 ― △7.67

通期 4,600 △19.5 58 ― 33 ― 12 ― 2.00



4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】「４．その他」をご覧下さい。 

(2) 四半期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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 6,000,000株 21年3月期  6,000,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  1,787株 21年3月期  1,787株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 5,998,213株 21年3月期第1四半期 5,998,213株

※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の見通し等の将来に関する記述は、現時点で入手可能な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。また、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
つきましては、４ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 



  

当第１四半期会計期間における経営環境は、米国発の金融危機の影響が世界の実体経済に波及し、金融機関のみ

ならず巨大自動車企業の破綻をも招く結果となるなど、景気停滞局面の中でかつてないほど厳しい状況で推移いた

しました。 

我が国の経済におきましては、生産には底入れの兆しが見え始めたものの、急激な回復は期待できず、企業業績

の鈍化に伴う雇用環境の減退、所得の減少など生活環境の悪化は益々深刻化し、経済活動の水準はきわめて低い状

態が続いております。 

 この様な状況のなかで、当社は昨年度よりスタートいたしました中期経営計画に基づき、技術・品質・製造の体

質改革を進めるとともに、生産性の向上、あらゆるコストの削減に努めてまいりました。 

 しかしながら、自動車業界市場は、ハイブリット車の好調がありましたが、業界全体の回復のスピードは依然と

して鈍く、当社の売上高も、前年同期比770百万円減の897百万円（前年同期比46.2%減）となりました。 

 一方、利益面におきましては、改善活動効果により昨年度の第４四半期と比較し赤字幅は縮小しているものの、

営業損益は前年同期比87百万円減益となり71百万円の営業損失、経常損益は前年同期比95百万円減益となり64百万

円の経常損失、当四半期純利益は前年同期比76百万円減益となり64百万円の四半期純損失となりました。 

 部門別の売上高状況は、次のとおりであります。 

 電装品用部品が前年同期比365百万円減（44.5%減）の455百万円、ブレーキ用部品が前年同期比336百万円減

（44.5%減）の420百万円、応用その他の部品が前年同期比68百万円減（76.4%減）の21百万円となっております。 

  

  

  

（財政状態の変動状況） 

 当第１四半期における総資産は、未払金の減少等により前年度末比527百万円減少の5,076百万円となりました。 

 有利子負債は、前年度末比105百万円減少し、1,856百万円となりました。 

 純資産は、利益剰余金の減少により前年度末比57百万円減少し、2,194百万円となりました。 

 その結果、自己資本比率は43.2%となりました。 

   

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第１四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の期末残高は、前年度末に比べ294

百万円減少（45.5%減）の354百万円となりました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果支出した資金は、73百万円となりました。 

 これは主に未払金と税引前四半期純利益の減少によるものであります。 

 なお、前年同期は12百万円の収入になっております。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果支出した資金は、前年同期比85百万円減少の115百万円（前年同期比42.6%減）となりました。 

 これは主に設備投資の抑制によるものです。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果支出した資金は、105百万円となりました。 

 これは、短期借入金と長期借入金の返済によるものです。 

 なお、前年同期は借入を実施しているため163百万円の収入になっております。  

  

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報



  

 当社を取り巻く環境は、暫らくは厳しい状況が続くことが予想されますが、自動車各社の在庫調整が終わって、

第２四半期の生産量は、当初の予測を若干上回ることが予測されます。 

 また、損益面では、70％の回復で利益の出る体質づくりに傾注しており、コスト競争力向上に向け「足腰強化」

を全社員一丸となって進めております。 

現在の経営環境を踏まえ、第２四半期累計期間の業績予想を本日別途開示いたしました「業績予想及び期末配当

予想の修正に関するお知らせ」のとおり修正いたします。 

 なお、平成21年5月7日の決算短信（非連結）で発表しました第２四半期の業績予想との差異は以下の通りです。 

（第２四半期累計期間） 

  

（通期） 

通期の業績予想数値につきましては、業界全体の回復のスピードが依然として鈍く、第２四半期以降の動向が

未だ不確定ではありますが、収益改善活動のスピードを更に上げて、当初開示した数値を死守するべく、進めてま

いる所存であり、変更はしておりません。  

  

１．たな卸資産の評価方法 

   第１四半期会計期間末におけるたな卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し前事業年度末に係る実地棚

卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

   また、たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについて正味売却価額を見積

り、簿価切げを行う方法によっております。 

  

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、事業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．税金費用の計算 

   税金費用に関しては、当第１四半期累計期間を含む事業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、税引前四半期純損失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。 

（注）税金費用については、四半期特有の会計処理を適用していますが、繰延税金資産の回収可能性を勘案

し、当第１四半期累計期間は計上しておりません。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

３．業績予想に関する定性的情報

  売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
１株当たり 
四半期純利益 

  百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭 

前回発表予想（Ａ） 1,900 △152 △164 △92 △15 34 

今回修正予想（Ｂ） 2,000 △50 △45 △46 △7 67 

増減額（Ｂ－Ａ） 100 102 119 46 －   

増減率（％） 5.3 67.1 72.6 50.0 －   

前第２四半期実績 3,396 35 51 △1 △0 26 

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）四半期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



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 354,665 649,131

受取手形及び売掛金 799,116 861,832

商品及び製品 136,897 129,989

仕掛品 264,016 271,439

原材料及び貯蔵品 203,487 205,404

前払費用 11,184 14,277

繰延税金資産 111,296 111,296

未収入金 286,765 370,363

その他 6,696 7,517

貸倒引当金 △900 △1,000

流動資産合計 2,173,226 2,620,253

固定資産   

有形固定資産   

建物 2,080,634 2,080,634

減価償却累計額 △1,390,695 △1,373,289

建物（純額） 689,938 707,344

構築物 165,247 165,247

減価償却累計額 △116,012 △114,409

構築物（純額） 49,235 50,838

機械及び装置 3,531,455 3,529,203

減価償却累計額 △2,712,630 △2,658,861

機械及び装置（純額） 818,825 870,342

車両運搬具 17,309 17,309

減価償却累計額 △15,358 △15,109

車両運搬具（純額） 1,951 2,200

工具、器具及び備品 565,333 550,812

減価償却累計額 △447,598 △425,118

工具、器具及び備品（純額） 117,734 125,694

土地 40,361 40,361

建設仮勘定 4,312 4,718

有形固定資産合計 1,722,359 1,801,500

無形固定資産   

借地権 4,892 4,892

ソフトウエア 1,193 1,458

その他 847 847

無形固定資産合計 6,933 7,198



（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 106,232 93,503

関係会社株式 653,063 653,063

出資金 303 303

前払年金資産 363,954 377,946

長期前払費用 2,289 2,671

その他 48,532 47,828

投資その他の資産合計 1,174,375 1,175,315

固定資産合計 2,903,667 2,984,015

資産合計 5,076,894 5,604,268

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 139,516 89,400

短期借入金 1,189,004 1,249,904

未払金及び未払費用 604,880 1,019,706

未払法人税等 1,626 －

賞与引当金 111,353 111,353

その他 6,127 5,881

流動負債合計 2,052,507 2,476,245

固定負債   

長期借入金 667,415 712,166

繰延税金負債 135,675 130,540

役員退職慰労引当金 26,462 33,053

固定負債合計 829,553 875,759

負債合計 2,882,061 3,352,005

純資産の部   

株主資本   

資本金 715,000 715,000

資本剰余金 677,955 677,955

利益剰余金 793,261 858,254

自己株式 △567 △567

株主資本合計 2,185,649 2,250,641

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 9,184 1,620

評価・換算差額等合計 9,184 1,620

純資産合計 2,194,833 2,252,262

負債純資産合計 5,076,894 5,604,268



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(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 1,668,454 897,471

売上原価 1,506,364 879,774

売上総利益 162,090 17,697

販売費及び一般管理費 145,314 88,759

営業利益又は営業損失（△） 16,775 △71,062

営業外収益   

受取利息 33 38

受取配当金 500 302

為替差益 9,300 －

受取イニシャルフィ 6,000 －

製造提携先機械等売却益 1,311 476

助成金収入 － 12,669

その他 1,998 2,542

営業外収益合計 19,144 16,029

営業外費用   

支払利息 4,825 6,821

為替差損 － 2,265

営業外費用合計 4,825 9,087

経常利益又は経常損失（△） 31,094 △64,120

特別利益   

固定資産売却益 47 －

投資有価証券売却益 42 －

特別利益合計 90 －

特別損失   

固定資産除却損 1,059 120

投資有価証券評価損 77 －

たな卸資産評価損 9,464 －

その他 － 752

特別損失合計 10,600 872

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 20,583 △64,992

法人税等 8,962 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） 11,621 △64,992



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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

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

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

20,583 △64,992

減価償却費 108,327 96,621

有形固定資産除却損 1,059 120

たな卸資産評価損 9,464 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） － △100

賞与引当金の増減額（△は減少） 67,493 －

前払年金資産の増減額（△は増加） 7,274 13,992

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,494 △6,590

受取利息及び受取配当金 △533 △340

支払利息 4,825 6,821

有形固定資産売却損益（△は益） △47 －

投資有価証券売却損益（△は益） △42 －

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 77 －

売上債権の増減額（△は増加） △33,258 62,715

たな卸資産の増減額（△は増加） △103,279 2,432

その他の流動資産の増減額（△は増加） 14,216 96,853

仕入債務の増減額（△は減少） 37,342 50,116

未払金の増減額（△は減少） △48,702 △318,258

その他の流動負債の増減額（△は減少） △32,651 1,263

小計 53,644 △59,345

利息及び配当金の受取額 533 325

利息の支払額 △4,987 △6,779

法人税等の支払額 △36,262 △7,741

営業活動によるキャッシュ・フロー 12,928 △73,540

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 △194,015 △121,028

有形固定資産の売却による収入 47 6,573

投資有価証券の取得による支出 △30 △30

投資有価証券の売却による収入 599 －

投資その他の資産の増減額（△は増加） △7,051 △531

投資活動によるキャッシュ・フロー △200,451 △115,017

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） 125,000 △60,900

長期借入れによる収入 100,000 －

長期借入金の返済による支出 △31,410 △44,751

配当金の支払額 △29,778 △257

財務活動によるキャッシュ・フロー 163,811 △105,908

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △23,711 △294,466

現金及び現金同等物の期首残高 115,479 649,131

現金及び現金同等物の四半期末残高 91,768 354,665



 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

生産、受注及び販売の状況  

(1)生産実績 

 （注）金額は、販売価格に換算して表示しており、消費税等を含んでおりません。 

  

(2)受注状況 

 （注）1. 受注残高は、翌月(1か月)分の確定金額であります。  

 2. 金額は、販売価格に換算して表示しており、消費税等を含んでおりません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報

事業部門 品目 
当第１四半期会計期間 

（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

前年同四半期比（％） 

輸送用機器

関連事業 

自動車

用部品 

視界確保(千円)  72,329  51.5

利便快適(千円)  178,371  50.3

コミュニケーション(千円)   8,991  20.3

エンジン補機(千円)  63,264  78.0

４輪ブレーキ(千円)    355,259  58.9

２輪ブレーキ(千円)    58,265  36.5

２輪汎用(千円)   143,764  73.9

小計(千円)  880,246  55.8

応用機器(千円)  24,132  26.1

合計(千円)  904,379  54.1

事業部門 品目 受注高 
前年同四
半期比
（％） 

受注残高 
前年同四
半期比
（％） 

輸送用機器

関連事業 

自動車

用部品 

視界確保(千円)  85,849  61.9  34,166  60.8

利便快適(千円)  201,420  55.7  80,162  57.7

コミュニケーション(千円)    4,736  11.6  3,537  21.8

エンジン補機(千円)  74,561  92.9  27,784  83.8

４輪ブレーキ(千円)     420,730  69.2  163,292  69.9

２輪ブレーキ(千円)  72,291  39.7  27,921  45.5

２輪汎用(千円)  163,417  87.8  61,649  81.7

小計(千円)  1,023,007  64.0  398,513  64.8

応用機器(千円)  20,037  21.8  9,689  27.6

合計(千円)  1,043,044  61.8  408,203  62.8



(3)販売実績 

  

 （注）1.主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は次のとおりです。 

2. 上記の金額には、消費税等を含んでおりません。 

  

事業部門 品目 
当第１四半期会計期間 

（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

前年同四半期比（％） 

輸送用機器

関連事業 

自動車

用部品 

視界確保(千円)  75,118  52.1

利便快適(千円)  176,244  49.4

コミュニケーション(千円)   7,777  18.6

エンジン補機(千円)  61,085  71.7

４輪ブレーキ(千円)     359,014  59.9

２輪ブレーキ(千円)     61,387  39.0

２輪汎用(千円)  135,542  70.0

小計(千円)  876,169  55.5

応用機器(千円)  21,302  23.6

合計(千円)  897,471  53.8

相手先 
前第１四半期会計期間 

（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日）

割合 
（％） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

割合 
（％） 

㈱ミツバ（千円）  685,567  41.1  417,672  46.5

日信工業㈱（千円）  345,671  20.7  212,656  23.7

曙ブレーキ工業㈱（千円）  352,100  21.1  176,984  19.7
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