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1.  平成22年3月期第3四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 3,471 △29.5 25 ― 34 ― 15 ―
21年3月期第3四半期 4,922 ― △13 ― △21 ― △52 ―

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 2.63 ―
21年3月期第3四半期 △8.68 ―

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 5,518 2,275 41.2 379.37
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3四半期  2,275百万円 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  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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ― 0.00 ―
22年3月期 

（予想）
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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 4,600 △19.5 58 ― 65 ― 30 ― 5.00



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3四半期 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3四半期  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3四半期 5,998,213株 21年3月期第3四半期 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３四半期累計期間における我が国の経済は、緊急経済対策の効果などもあり、一部には景気回復の兆しも

出て来ておりますが、企業収益の低迷に伴い設備投資が大幅に減少し、雇用情勢も一段と厳しさを増し、物価動

向もデフレ長期化の様相が鮮明になってまいりました。 

この様な状況のなかで、当社は、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おります。 

当社の売上高は、自動車業界市場が政府の新車購入奨励策の効果もあり、回復基調で推移しているものの、上

半期の大幅な落ち込みの影響で、前年同期比1,450百万円減収の3,471百万円（前年同期比29.5%減）となりまし

た。 

 一方、利益面におきましては、概ね計画のとおり推移しており営業利益は、前年同期比38百万円増益の25百万

円、経常利益は、前年同期比55百万円増益の34百万円、当四半期純利益は前年同期比67百万円増益の15百万円と

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650百万円減収（26.5%減）の1,801百万円、ブレーキ用部品が前年同期比655百万円

減収（29.2%減）の1,589百万円、応用その他の部品が前年同期比144百万円減収（64.3%減）の80百万円となって

おります。 

  

  

  

(財政状態の変動状況） 

当第3四半期会計期間末における総資産は、有形固定資産の減少等により前事業年度末比85百万円減少の5,518

百万円となりました。 

 有利子負債は、前事業年度末比192百万円減少し、1,769百万円となりました。 

 純資産は、利益剰余金の増加により前事業年度末比23百万円増加し、2,275百万円となりました。 

 その結果、自己資本比率は41.2%となりました。 

   

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第3四半期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。）の残高は、前事業年度末比138

百万円減少（21.4%減）の510百万円となりました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第3四半期累計期間において、営業活動の結果得られた資金は、前年同期比11百万円増加（前年同期比5.5%

増）の213百万円となりました。 

 これは主に税引前四半期純利益の増加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） 

 当第3四半期累計期間において、投資活動の結果支出した資金は、前年同期比70百万円減少（前年同期比30.7%

減）の159百万円となりました。 

 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） 

 当第3四半期累計期間において、財務活動の結果支出した資金は、前年同期比147百万円増加の192百万円とな

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。 

  

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



  

  当社を取り巻く事業環境は、暫くは厳しい状況が続くことが予測されますが、コスト競争力向上に向けて「足

腰強化」を全社一丸となって進めております。 

 通期の業績予想数値は、経常利益及び当期利益について平成22年2月1日に開示いたしました「業績予想の修正

に関するお知らせ」のとおり増益修正いたしました。 

 なお、平成21年5月7日の決算短信（非連結）で発表しました通期業績予想との差異は下記の通りです。 

                                     （単位：百万円）  

  

  

１．たな卸資産の評価方法 

   第３四半期会計期間末におけるたな卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し第２四半期会計期間末に係

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。 

   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

切下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3半期会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。 

  

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 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 

前回発表予想 （Ａ） 4,600 58 33 12 2 00 

今回修正予想 （Ｂ） 4,600 58 65 30 5 00 

増 減 額 （Ｂ－Ａ） ― ― 32 18 ― ―  

増    減    率 ― ― 97.0% 150.0% ― ―  

参考（平成21年3月期) 5,714 △335 △335 △386 △64 44 

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３四半期会計期間末 
(平成21年12月31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 510,486 649,131

受取手形及び売掛金 1,178,192 861,832

商品及び製品 130,221 129,989

仕掛品 246,022 271,439

原材料及び貯蔵品 168,592 205,404

前払費用 8,598 14,277

繰延税金資産 111,296 111,296

未収入金 435,874 370,363

その他 8,990 7,517

貸倒引当金 △1,400 △1,000

流動資産合計 2,796,874 2,620,253

固定資産   

有形固定資産   

建物 2,073,991 2,080,634

減価償却累計額 △1,418,189 △1,373,289

建物（純額） 655,802 707,344

構築物 153,176 165,247

減価償却累計額 △107,418 △114,409

構築物（純額） 45,757 50,838

機械及び装置 3,541,215 3,529,203

減価償却累計額 △2,813,537 △2,658,861

機械及び装置（純額） 727,677 870,342

車両運搬具 17,309 17,309

減価償却累計額 △15,853 △15,109

車両運搬具（純額） 1,456 2,200

工具、器具及び備品 564,246 550,812

減価償却累計額 △473,018 △425,118

工具、器具及び備品（純額） 91,228 125,694

土地 40,361 40,361

建設仮勘定 5,477 4,718

有形固定資産合計 1,567,761 1,801,500

無形固定資産   

借地権 4,892 4,892

ソフトウエア 729 1,458

その他 847 847

無形固定資産合計 6,469 7,198



（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31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 106,176 93,503

関係会社株式 653,063 653,063

前払年金資産 335,730 377,946

出資金 303 303

長期前払費用 1,526 2,671

その他 50,395 47,828

投資その他の資産合計 1,147,195 1,175,315

固定資産合計 2,721,427 2,984,015

資産合計 5,518,301 5,604,268

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 176,882 89,400

短期借入金 1,185,264 1,249,904

未払金及び未払費用 1,026,506 1,019,706

賞与引当金 86,870 111,353

その他 18,052 5,881

流動負債合計 2,493,575 2,476,245

固定負債   

長期借入金 584,430 712,166

繰延税金負債 135,628 130,540

役員退職慰労引当金 29,120 33,053

固定負債合計 749,178 875,759

負債合計 3,242,754 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 874,043 858,254

自己株式 △567 △567

株主資本合計 2,266,431 2,250,641

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 9,115 1,620

評価・換算差額等合計 9,115 1,620

純資産合計 2,275,546 2,252,262

負債純資産合計 5,518,301 5,604,268



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(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 4,922,569 3,471,669

売上原価 4,537,827 3,175,259

売上総利益 384,742 296,409

販売費及び一般管理費 398,001 271,192

営業利益又は営業損失（△） △13,258 25,216

営業外収益   

受取利息 125 107

受取配当金 993 564

受取イニシャルフィ 6,000 6,000

製造提携先機械等売却益 5,673 2,625

助成金収入 － 16,498

その他 14,169 8,825

営業外収益合計 26,963 34,621

営業外費用   

支払利息 15,180 19,963

為替差損 19,714 4,630

雑損失 － 256

営業外費用合計 34,895 24,851

経常利益又は経常損失（△） △21,190 34,986

特別利益   

固定資産売却益 311 17

投資有価証券売却益 57 －

投資不動産売却益 41,941 －

その他 3,593 －

特別利益合計 45,903 17

特別損失   

固定資産除却損 1,596 2,101

投資有価証券評価損 102,550 －

減損損失 1,639 263

災害による損失 1,806 －

たな卸資産評価損 9,464 －

その他 11 755

特別損失合計 117,067 3,119

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △92,354 31,885

法人税等 △40,266 16,095

四半期純利益又は四半期純損失（△） △52,087 15,789



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(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   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

△92,354 31,885

減価償却費 345,583 292,605

有形固定資産除却損 1,596 2,101

たな卸資産評価損 9,464 －

減損損失 1,639 263

貸倒引当金の増減額（△は減少） △200 400

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,785 △24,482

前払年金資産の増減額（△は増加） 21,895 42,216

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,482 △3,933

受取利息及び受取配当金 △1,119 △672

支払利息 15,180 19,963

有形固定資産売却損益（△は益） △311 △17

投資有価証券売却損益（△は益） △57 －

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 102,550 －

投資不動産売却損益（△は益） △41,941 －

売上債権の増減額（△は増加） 227,588 △316,359

たな卸資産の増減額（△は増加） △102,835 61,996

その他の流動資産の増減額（△は増加） △55,687 △63,016

仕入債務の増減額（△は減少） △75,216 87,481

未払金の増減額（△は減少） △74,728 80,197

その他の流動負債の増減額（△は減少） △16,972 25,119

小計 272,341 235,748

利息及び配当金の受取額 1,119 650

利息の支払額 △15,011 △19,197

法人税等の支払額 △55,578 △3,252

営業活動によるキャッシュ・フロー 202,870 213,949

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 △290,286 △164,378

有形固定資産の売却による収入 423 6,573

投資有価証券の取得による支出 △175 △90

投資有価証券の売却による収入 764 －

投資不動産の売却による収入 52,974 －

投資その他の資産の増減額（△は増加） 5,465 △2,050

投資活動によるキャッシュ・フロー △230,834 △159,945

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） △5,000 △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 △104,250 △131,476

配当金の支払額 △36,016 △273

財務活動によるキャッシュ・フロー △45,266 △192,649

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △73,230 △138,645

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 42,248 510,486



 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３四半期累計期間 

（自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日） 

前年同期比（％） 

輸送用機器

関連事業 

自動車

用部品 

視界確保(千円)  308,361  72.3

利便快適(千円)  729,460  69.7

コミュニケーション(千円)   89,268  72.2

エンジン補機(千円)  224,154  88.8

４輪ブレーキ(千円)    1,345,925  68.4

２輪ブレーキ(千円)    242,280  79.3

２輪汎用(千円)   451,518  78.0

小計(千円)  3,390,969  72.1

応用機器(千円)  80,932  36.7

合計(千円)  3,471,901  70.6

事業部門 品目 受注高 
前年同期
比（％） 

受注残高 
前年同期
比（％）

輸送用機器

関連事業 

自動車

用部品 

視界確保(千円)  322,324  81.7  36,552  143.1

利便快適(千円)  765,023  78.2  89,013  142.9

コミュニケーション(千円)    92,639  81.7  11,850  161.9

エンジン補機(千円)  232,459  100.0  23,272  153.6

４輪ブレーキ(千円)     1,391,684  75.6  149,885  128.9

２輪ブレーキ(千円)  256,232  93.1  27,010  160.1

２輪汎用(千円)  466,186  85.5  49,439  140.6

小計(千円)  3,526,550  80.5  387,025  138.9

応用機器(千円)  78,599  38.4  9,085  68.0

合計(千円)  3,605,149  78.6  396,110  135.7



(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３四半期累計期間 

（自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日） 

前年同期比（％） 

輸送用機器

関連事業 

自動車

用部品 

視界確保(千円)  309,206  71.8

利便快適(千円)  730,997  69.6

コミュニケーション(千円)   87,366  70.8

エンジン補機(千円)  223,495  87.5

４輪ブレーキ(千円)     1,343,376  68.9

２輪ブレーキ(千円)     246,238  83.6

２輪汎用(千円)  450,520  76.0

小計(千円)  3,391,200  72.2

応用機器(千円)  80,468  35.7

合計(千円)  3,471,669  70.5

相手先 
前第３四半期累計期間 

（自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日）

割合 
（％） 

当第３四半期累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日） 

割合 
（％） 

㈱ミツバ（千円）  2,122,428  43.1  1,550,184  44.7

日信工業㈱（千円）  1,066,975  21.7  747,195  21.5

曙ブレーキ工業㈱（千円）  984,496  20.0  628,556  18.1
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