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1.  平成21年10月期第1四半期の連結業績（平成20年11月1日～平成21年1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 ％

21年10月期第1四半期 26,820 ― 381 ― △844 ― △1,230 ―
20年10月期第1四半期 34,592 8.1 2,278 133.7 2,105 42.1 2,886 268.9

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

21年10月期第1四半期 △32.39 ―
20年10月期第1四半期 75.81 ―

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

21年10月期第1四半期 91,110 69,477 73.3 1,758.87
20年10月期 102,210 73,265 68.9 1,855.05

（参考） 自己資本   21年10月期第1四半期  66,799百万円 20年10月期  70,453百万円

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  

（注２）当社は定款において期末日を配当基準日と定めておりますが、現時点では当該基準日における配当予想額は未定であります。 
    （「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」欄参照）  

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

20年10月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00
21年10月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年10月期（予想） ――― ― ― ― ―

3.  平成21年10月期の連結業績予想（平成20年11月1日～平成21年10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  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2四半期連結累計期間 45,000 △33.8 △130 ― △1,350 ― △700 ― △18.43
通期 90,500 △31.9 700 △91.5 △130 ― 50 △99.3 1.32

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） 

［（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。］  

(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．本資料に掲載されている業績予想は、発表日現在で入手可能な情報に基づき作成したものでありますので、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異な
る可能性があります。なお、上記業績予想（平成21年10月期の連結業績予想）については、平成20年12月15日公表の数値から修正しております。業績予想に関する事
項については、３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。 
 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 平成19年３月14日）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会
計基準適用指針第14号 平成19年３月14日）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
 
３．配当予想について 
当社は、株主にとっての収益性と今後の収益予想や将来の事業展開等を考慮し、長期的な安定配当を維持していくことを基本方針としております。しかしながら、現時点
では自動車メーカー様の在庫調整を主な理由とする大幅減産体制の継続見通しにつき、慎重なみきわめが必要です。そのため、配当予想につきましては、第２四半期末
時点まで決定を保留させて頂きたく存じます。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年10月期第1四半期  38,216,759株 20年10月期  38,216,759株
② 期末自己株式数 21年10月期第1四半期  238,054株 20年10月期  237,357株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年10月期第1四半期  37,978,801株 20年10月期第1四半期  38,037,793株

- 1 -



「参考資料」 

個別業績予想 

平成21年10月期の個別業績予想（平成20年11月１日～平成21年10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）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無： 有 

  

  近の業績の動向を踏まえ、平成20年12月15日に公表いたしました平成21年10月期（平成20年11月１日～平成21年10

月31日）の業績予想および配当予想を修正しております。 

 当該予想数値の修正に関する事項は、本日公表の「業績予想および配当予想の修正並びに特別損失に関するお知ら

せ」をご参照ください。 

  

  

  
  

売上高 
  

営業利益 
  

経常利益 
  

四半期（当期） 
純利益  

  
１株当たり  

四半期（当期） 
純利益 

  
   

第２四半期 
累計期間  

百万円 ％ 百万円 ％  百万円  ％  百万円 ％  円 銭

  22,600  △38.0   △90 △104.7 130  △93.4 △2,050  △263.2  △53 95

通   期   46,200  △36.0 △40 △101.1     750 △80.9 △1,620  △177.5  △42 64
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 当第１四半期連結会計期間における世界経済は、前連結会計年度末からの世界的な金融市場混乱を発端とし

て、悪化を続けました。欧米の景気後退は止まらず、中国・インド等の新興国の景気は減速しました。日本経済

におきましては、円高と株価の下落、設備投資の減少、世界経済の低迷等から、景気は急速に後退しました。 

 当社グループの主たる事業分野の自動車業界におきましては、国内外の景気悪化を背景に販売不振が続き、日

本国内の生産台数は前年同期比28.6％減の216万台と大幅に減少しました。海外における当社グループの主たる市

場の米国におきましても、自動車生産台数は前年同期比29.9％減の180万台と大幅に減少しました。 

 このような経営環境の下、当社グループの当第１四半期業績は、売上高におきましては、北米並びに日本国内

の自動車生産減少を受け、売上高は268億２千万円（前年同期比22.5％減）となりました。損益面では、厳しい経

営環境の中でコストダウンの徹底による収益確保に努めましたが、営業利益は３億８千１百万円（同83.3％減）

となりました。経常損失は、大幅な円高により為替差損が12億９千万円発生し、８億４千４百万円（前年同期は

21億５百万円の利益）となりました。四半期純損失は、保有する株式の株価下落により投資有価証券評価損が４

億２千５百万円発生し、12億３千万円（前年同期は28億８千６百万円の利益）となりました。 

  

 当第１四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べ111億円減少し、911億１千万円となりました。主とし

て、受取手形及び売掛金の減少57億３千５百万並びに商品および製品の減少14億１千１百万円によるものであり

ます。 

 負債は、繰延税金負債の減少等により前連結会計年度末と比べ73億１千２百万円減少し、216億３千３百万円と

なりました。主として、支払手形及び買掛金の減少37億７千３百万円並びに賞与引当金の減少11億８百万円によ

るものであります。 

 純資産は、その他有価証券評価差額金の減少等により前連結会計年度末と比べ37億８千７百万円減少し、694億

７千７百万円となりました。主として、利益剰余金の減少23億８千７百万円並びに為替換算調整勘定の減少10億

１千９百万円によるものであります。 

  

 近の業績の動向を踏まえ、平成20年12月15日に公表いたしました平成21年10月期（平成20年11月１日～平成

21年10月31日）の業績予想および配当予想を修正しております。  

 当該予想数値の修正に関する事項は、本日公表の「業績予想および配当予想の修正並びに特別損失に関するお

知らせ」をご参照ください。  

  

 該当事項はありません。 

   

１.簡便な会計処理 

①たな卸資産の評価方法 

 当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算定に関しては、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定する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、連結会計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法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方

法によっております。 

 当社及び連結子会社は、繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境

等及び一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められる場合には、前連結会計年度において使用し

た将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。   

２.四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

   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 
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①当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 平成19年３月14日）及び

「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号 平成19年３月14日）を適用

しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

②たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

   通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりまし

たが、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年

７月５日）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

   これにより、営業利益は35百万円減少し、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ35百万円

増加しております。 

③「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用  

  当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱

い」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

  この変更により、期首の利益剰余金が516百万円減少しております。また、営業利益に与える影響は軽微で

ありますが、経常損失は127百万円減少し、税金等調整前四半期純損失は129百万円減少しております。 

④リース取引に関する会計基準の適用 

     所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議

会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平

成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになった

ことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によ

っております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法について

は、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用しております。 

  これによる損益に与える影響は軽微であります。 

  

(有形固定資産の耐用年数の変更) 

 当社及び国内連結子会社は、平成20年度の法人税法改正に伴い、主として機械装置の減価償却の方法につ

いては、当第1四半期連結会計期間より、改正後の法人税法に基づく耐用年数に変更しております。 

  これにより、売上総利益、営業利益、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響は軽微であり

ます。 

(役員退職慰労金制度の廃止) 

 従来、役員の退任に伴う役員退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しており

ましたが、経営改革の一環として、平成21年１月24日開催の定時株主総会において役員退職慰労金制度の廃

止を決議するとともに、役員の退任時に在任期間を対象とする退職慰労金を支給することを決議いたしまし

た。 

 これにより、当該総会までの期間に対応する役員退職慰労金相当額340百万円を固定負債の「その他」とし

て計上しております。 

  

  

  

（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 

（４）追加情報 
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年１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20年10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 14,251 15,584

受取手形及び売掛金 15,645 21,380

有価証券 2,227 2,252

商品及び製品 4,284 5,695

仕掛品 1,332 1,568

原材料及び貯蔵品 3,864 3,466

繰延税金資産 1,003 1,422

その他 2,028 2,403

貸倒引当金 △76 △68

流動資産合計 44,559 53,705

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 9,193 8,958

機械装置及び運搬具（純額） 9,998 10,848

土地 5,192 5,411

建設仮勘定 2,415 2,266

その他（純額） 1,123 1,244

有形固定資産合計 27,922 28,729

無形固定資産   

のれん 211 219

その他 1,440 1,553

無形固定資産合計 1,652 1,772

投資その他の資産   

投資有価証券 14,766 15,810

繰延税金資産 190 93

その他 2,023 2,101

貸倒引当金 △4 △1

投資その他の資産合計 16,976 18,003

固定資産合計 46,551 48,505

資産合計 91,110 102,210
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年１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20年10月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,654 14,428

短期借入金 1,400 1,557

未払法人税等 209 879

未払費用 1,008 1,209

繰延税金負債 48 88

賞与引当金 621 1,730

役員賞与引当金 3 33

製品保証引当金 698 756

その他 3,132 3,304

流動負債合計 17,778 23,989

固定負債   

長期借入金 182 166

繰延税金負債 2,383 3,364

退職給付引当金 867 968

役員退職慰労引当金 3 363

その他 418 93

固定負債合計 3,855 4,956

負債合計 21,633 28,945

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,657 5,657

資本剰余金 7,105 7,105

利益剰余金 62,473 64,860

自己株式 △330 △330

株主資本合計 74,905 77,293

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,678 2,942

繰延ヘッジ損益 △75 △93

為替換算調整勘定 △10,708 △9,688

評価・換算差額等合計 △8,105 △6,839

少数株主持分 2,677 2,811

純資産合計 69,477 73,265

負債純資産合計 91,110 102,210
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年１月31日) 

売上高 26,820

売上原価 23,697

売上総利益 3,123

販売費及び一般管理費 2,741

営業利益 381

営業外収益  

受取利息 52

受取配当金 122

その他 157

営業外収益合計 331

営業外費用  

支払利息 13

為替差損 1,290

その他 254

営業外費用合計 1,558

経常損失（△） △844

特別利益  

固定資産売却益 9

投資有価証券売却益 3

その他 1

特別利益合計 14

特別損失  

投資有価証券評価損 425

その他 25

特別損失合計 451

税金等調整前四半期純損失（△） △1,280

法人税、住民税及び事業税 49

過年度法人税等 297

法人税等調整額 △403

法人税等合計 △56

少数株主利益 5

四半期純損失（△） △1,230
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 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 平成19年３月14日）及び「四

半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号 平成19年３月14日）を適用しており

ます。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

  

 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）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 
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「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

（要約）四半期連結損益計算書 

 前第１四半期連結累計期間（平成19年11月１日～平成20年１月31日） 

  

  

科目 

前第１四半期連結累計期間 
（平成20年10月期 
第１四半期） 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高  34,592

Ⅱ 売上原価  29,065

売上総利益  5,527

Ⅲ 販売費及び一般管理費  3,248

営業利益  2,278

Ⅳ 営業外収益  342

Ⅴ 営業外費用  515

経常利益  2,105

Ⅵ 特別利益  35

Ⅶ 特別損失  7

税金等調整前四半期純利益  2,133

税金費用  △950

少数株主利益  196

四半期純利益  2,886
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「参考資料」 

個別業績の概要 

平成21年10月期第１四半期の個別業績（平成20年11月１日～平成21年１月31日） 

（1）個別経営成績（累計）                                             （％表示は対前年同四半期増減率） 

  

  

（2）個別財政状態 

  

（注）上記の平成21年10月期第１四半期の個別業績は、四半期財務諸表等規則に基づき作成しておりますが、

法定開示におけるレビュー対象ではありません。 

  
  

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  ％

21年10月期第１四半期     12,513 (△30.4)     64  (△92.9)     △167     －     △2,224  －

20年10月期第１四半期     17,988 (8.5) 909  (4.7)     648  (△43.6)       452  (△38.8)

  
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

21年10月期第１四半期      △58 54     －  －

20年10月期第１四半期      11 87 －  －

  
  

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

21年10月期第１四半期     63,370  53,624       84.6     1,411  36

20年10月期     72,772  56,677       77.9       1,491  69
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（要約）四半期個別財務諸表 

（１）（要約）四半期個別貸借対照表 

                                    （単位：百万円） 

科目 

  
当第１四半期会計期間末 
（平成21年１月31日現在） 

  

前事業年度末 
（平成20年10月31日現在） 

資産の部     

流動資産     

現金及び預金  5,467  6,702

受取手形及び売掛金  13,090  17,232

有価証券  930  944

商品及び製品  1,452  1,548

仕掛品  515  602

原材料及び貯蔵品  122  136

1年以内長期返済貸付金  1,366  1,459

繰延税金資産  467  910

その他  373  418

貸倒引当金  △101  △60

流動資産合計  23,684  29,896

固定資産     

有形固定資産  7,485  7,613

無形固定資産  707  702

投資その他の資産     

投資有価証券  11,256  11,990

関係会社株式  11,224  13,497

その他   9,141  9,147

貸倒引当金  △129  △75

投資その他の資産合計  31,491  34,559

固定資産合計  39,685  42,876

資産合計  63,370  72,772
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科目 

  
当第１四半期会計期間末 
（平成21年１月31日現在） 

  

前事業年度末 
（平成20年10月31日現在） 

負債の部     

流動負債     

支払手形及び買掛金  5,941  9,234

短期借入金  1,000  1,000

未払法人税等  73  512

賞与引当金  437  1,309

役員賞与引当金  3  33

製品保証等引当金  276  294

その他  1,219  1,345

流動負債合計   8,951  13,730

固定負債     

繰延税金負債  153  1,720

退職給付引当金  284  281

その他  355  361

固定負債合計  794  2,364

純資産の部     

株主資本     

資本金  5,657  5,657

資本剰余金  7,105  7,105

利益剰余金  38,559  41,353

自己株式  △318  △317

株主資本合計  51,003  53,798

評価・換算差額等            

その他有価証券評価差額金  2,696  2,973

繰延ヘッジ損益  △75  △93

評価・換算差額等合計  2,620  2,879

純資産合計  53,624  56,677

負債純資産合計  63,370  72,772
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（２）（要約）四半期個別損益計算書 

（第１四半期個別累計期間）  

                      （単位：百万円） 

科目 

  
当第１四半期累計期間 
（自 平成20年11月１日 

  至 平成21年１月31日） 

Ⅰ 売上高  12,513

Ⅱ 売上原価  11,262

売上総利益  1,251

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,187

営業利益  64

Ⅳ 営業外収益  290

受取利息  26

受取配当金  157

受取技術指導料   101

その他   4

Ⅴ 営業外費用  522

支払利息  1

貸倒引当金繰入額   56

為替差損  460

その他   3

経常損失  △167

Ⅳ 特別利益  13

固定資産売却益  0

投資有価証券売却益  9

貸倒引当金戻入額   2

製品保証引当金戻入額   1

Ⅴ 特別損失  2,714

前期損益修正損  10

固定資産売却除却損  6

投資有価証券評価損  2,697

税金等調整前四半期純損失  △2,868

法人税、住民税及び事業税  5

過年度法人税等   297

法人税等調整額  △946

法人税等合計  △644

四半期純損失  △2,224
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