
１．平成22年12月期第２四半期の連結業績（平成22年１月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成22年12月期の連結業績予想（平成22年１月１日～平成22年12月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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四半期決算説明会開催の有無      ：無     

  （百万円未満切捨て）

（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12月期第２四半期  17,931  44.4  950  －  992  －  614  －

21年12月期第２四半期  12,421  －  △750  －  △601  －  △789  －

  
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12月期第２四半期  68  32  －  －

21年12月期第２四半期  △87  78  －  －

  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12月期第２四半期  30,910  10,255  31.0  1,065  18

21年12月期  28,307  10,106  33.1  1,040  64

（参考）自己資本 22年12月期第２四半期 9,575百万円 21年12月期 9,356百万円

  
年間配当金

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12月期  －  －  0 00 － － 6 00  6  00

22年12月期  －  －  0 00

22年12月期（予想） － － 6 00  6  00

  （％表示は、対前期増減率）

  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  34,000  21.5  1,300  －  1,300  －  700  －  77  86



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．２「その他の情報」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

新規     － 社 （社名）                        、除外      － 社  （社名） 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：無 

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示

時点において、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 連結業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、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。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年12月期２Ｑ 9,000,000株 21年12月期 9,000,000株

②  期末自己株式数 22年12月期２Ｑ 10,100株 21年12月期 9,138株

③  期中平均株式数（四半期累計） 22年12月期２Ｑ 8,990,335株 21年12月期２Ｑ 8,991,097株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間（平成22年１月１日～平成22年６月30日）における世界経済は、中国、インドを中心

とした新興国経済が好調に推移し、日米欧の先進国経済も新興国景気に牽引され、各国間の格差はあるものの緩や

かな回復基調にありました。しかしながら、ギリシャ財政危機を発端とする欧州金融リスクの高まりが各国経済に

影を落とし、我が国においても５月下旬以降、急速な円高や株安が進み、企業業績にも影響がでてきております。 

当社グループの主要事業分野である日本自動車業界は、環境対応車に対する購入補助制度や減税措置によるエコ

カー販売の好調等もあり、当第２四半期連結累計期間（平成22年１月１日～平成22年６月30日）の国内四輪車販売

台数は、前年同期比21.5％増の265万台、四輪車輸出台数も前年同期比62.0％増の232万台となりました。この結

果、国内四輪車生産台数は、前年同期比45.8％増の484万台となり、リーマンショック前の平成20年同期水準の８割

程度まで回復しました。一方、国内乗用車メーカー８社の海外生産台数においては、前年同期比52.5％増の633万台

となり、平成20年同期水準（607万台）を上回る結果となりました。 

このような環境のなか、当第２四半期連結累計期間（平成22年１月１日～平成22年６月30日）の日本における売

上高は13,560百万円（前年同期8,602百万円）、北米における売上高は4,167百万円（前年同期3,098百万円）、アジ

アにおける売上高は3,669百万円（前年同期2,248百万円）、その他（欧州）の売上高は569百万円（前年同期368百

万円）となりました。この結果、連結売上高は、17,931百万円（前年同期12,421百万円）となり、前年同期比で大

幅な増収となりました。 

利益面においては、売上増加に対して当社グループ間での製品相互補完等により労務費・経費を抑えた結果、営

業利益950百万円（前年同期 営業損失750百万円）、経常利益992百万円（前年同期 経常損失601百万円）、四半

期純利益614百万円（前年同期 四半期純損失789百万円）となり、大幅な黒字回復を果たすことができました。 

地域別の業績においても、日本は営業利益422百万円（前年同期 営業損失917百万円）、北米は営業利益93百万

円（前年同期 営業損失109百万円）、アジアは営業利益497百万円（前年同期 営業利益309百万円）、その他（欧

州）は営業利益22百万円（前年同期 営業損失43百万円）となり、全地域において黒字を計上することができまし

た。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

総資産は30,910百万円（前期末比2,603百万円増加）となりました。主な要因は、現金及び預金の増加1,564百万

円、受取手形及び売掛金の増加927百万円、および、たな卸資産の増加296百万円等によるものです。 

負債は20,654百万円（前期末比2,453百万円増加）となりました。主な要因は、支払手形及び買掛金の増加1,188

百万円および有利子負債の増加1,173百万円等によるものです。 

純資産は10,255百万円（前期末比149百万円増加）となりました。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当社グループの主要事業分野である日本自動車業界は、新興国への輸出増加等により平成20年水準の８割程度ま

で生産が回復するとともに、アジア・中国等の海外生産においても好調に推移しておりますが、国内販売を下支え

してきた自動車購入補助制度の終了による影響等を受け、やや減速傾向に推移するものと予測され、通期連結売上

高は34,000百万円（前期連結売上高27,990百万円）を見込んでおります。 

 利益面では、原材料・鋼材価格の上昇や為替が円高基調に推移するなど不透明な環境下にありますが、これまで

に取り組んできたグループ間での製品相互補完や要員増を抑えた固定費削減など、グループ全体での一層のコスト

競争力強化に注力し、通期連結当期純利益は700百万円（前期連結当期純損失1,216百万円）を見込んでおります。 

連結売上高     34,000百万円（前期27,990百万円） 

 連結営業利益     1,300百万円（前期△ 701百万円） 

 連結経常利益     1,300百万円（前期△ 550百万円） 

 連結当期純利益      700百万円（前期△1,216百万円） 

（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 (簡便な会計処理) 

該当事項はありません。 

 (四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理) 

該当事項はありません。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

２．その他の情報
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（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

  (企業結合に関する会計基準等の適用)  

当第２四半期連結会計期間より、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月

26日）、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）及び「企業結合会計基準

及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）を適用して

おります。  

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。 
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３．四半期連結財務諸表 
（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22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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,324,959 3,760,773

受取手形及び売掛金 6,738,093 5,810,330

商品及び製品 1,138,309 1,012,255

仕掛品 1,497,687 1,456,666

原材料及び貯蔵品 833,220 703,849

繰延税金資産 185,070 146,879

その他 925,201 898,567

貸倒引当金 △36,977 △41,208

流動資産合計 16,605,565 13,748,115

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 6,996,472 7,029,360

減価償却累計額 △4,267,600 △4,163,278

建物及び構築物（純額） 2,728,872 2,866,082

機械装置及び運搬具 12,919,120 12,953,529

減価償却累計額 △10,372,324 △10,295,664

機械装置及び運搬具（純額） 2,546,795 2,657,864

土地 3,535,430 3,528,626

その他 2,188,646 2,147,924

減価償却累計額 △1,980,368 △1,943,069

その他（純額） 208,277 204,854

建設仮勘定 482,943 379,669

有形固定資産合計 9,502,319 9,637,098

無形固定資産   

のれん 40,559 48,207

その他 196,867 211,283

無形固定資産合計 237,426 259,490

投資その他の資産   

投資有価証券 2,830,089 3,172,317

繰延税金資産 1,121,404 1,064,888

その他 633,283 445,454

貸倒引当金 △19,947 △20,336

投資その他の資産合計 4,564,831 4,662,323

固定資産合計 14,304,578 14,558,912

資産合計 30,910,143 28,307,028
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,129,275 5,940,769

短期借入金 － 500,000

1年内返済予定の長期借入金 1,619,859 1,218,987

未払法人税等 104,523 67,396

繰延税金負債 6,633 2,942

賞与引当金 126,795 59,265

その他 1,525,287 1,122,476

流動負債合計 10,512,374 8,911,837

固定負債   

長期借入金 4,683,739 3,410,872

再評価に係る繰延税金負債 1,094,202 1,094,202

繰延税金負債 285 285

退職給付引当金 3,625,301 4,532,757

役員退職慰労引当金 154,570 158,600

負ののれん 9,254 11,847

その他 574,451 80,563

固定負債合計 10,141,805 9,289,130

負債合計 20,654,180 18,200,967

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,729,000 1,729,000

資本剰余金 1,655,608 1,655,608

利益剰余金 5,557,674 4,997,330

自己株式 △5,735 △5,421

株主資本合計 8,936,547 8,376,517

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 523,693 713,428

土地再評価差額金 1,600,878 1,600,878

為替換算調整勘定 △1,485,208 △1,334,521

評価・換算差額等合計 639,363 979,784

少数株主持分 680,051 749,758

純資産合計 10,255,962 10,106,060

負債純資産合計 30,910,143 28,307,028
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（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21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 12,421,343 17,931,958

売上原価 11,481,141 14,944,266

売上総利益 940,202 2,987,691

販売費及び一般管理費   

運賃及び荷造費 346,938 596,760

貸倒引当金繰入額 26,903 －

役員報酬 88,676 93,587

役員退職慰労引当金繰入額 12,210 12,710

給料及び手当 498,763 530,460

賞与引当金繰入額 8,796 53,339

退職給付費用 32,997 29,773

法定福利費 74,602 81,118

旅費及び交通費 61,126 73,353

租税公課 46,278 40,601

賃借料 63,382 62,896

減価償却費 39,167 48,305

のれん償却額 11,995 12,478

その他 378,743 401,840

販売費及び一般管理費合計 1,690,582 2,037,224

営業利益又は営業損失（△） △750,380 950,466

営業外収益   

受取利息 5,124 7,845

受取配当金 13,361 14,161

受取保険金 43,966 －

為替差益 34,577 －

負ののれん償却額 2,593 2,593

持分法による投資利益 21,014 90,714

助成金収入 27,816 －

その他 62,677 99,262

営業外収益合計 211,131 214,578

営業外費用   

支払利息 49,774 54,524

為替差損 － 98,923

その他 12,576 18,978

営業外費用合計 62,350 172,425

経常利益又は経常損失（△） △601,599 992,619
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年６月30日) 

特別利益   

固定資産売却益 655 144

貸倒引当金戻入額 － 3,071

投資有価証券売却益 14,406 －

負ののれん発生益 － 3,630

特別利益合計 15,061 6,846

特別損失   

固定資産売却損 3 －

固定資産除却損 8,684 4,656

特別損失合計 8,687 4,656

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（△）

△595,225 994,809

法人税、住民税及び事業税 125,844 237,670

法人税等調整額 2,624 50,126

法人税等合計 128,469 287,797

少数株主利益 65,631 92,723

四半期純利益又は四半期純損失（△） △789,326 614,288
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  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21年１月１日 至平成21年６月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自平

成22年１月１日 至平成22年６月30日） 

 当社グループは、操舵用・制動用・空調用など自動車用各種ホース類の製造および販売を主とするメーカーで

あり、全セグメントの売上高の合計、営業利益又は営業損失の合計額に占める当該セグメントの割合がいずれも

90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。  

  前第２四半期連結累計期間（自平成21年１月１日 至平成21年６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．本邦以外の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。 

(1）北米は米国、カナダおよびメキシコであります。 

(2）アジアは中国、ベトナムであります。 

(3）その他は欧州であります。 

  

  当第２四半期連結累計期間（自平成22年１月１日 至平成22年６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．本邦以外の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。 

(1）北米は米国、カナダおよびメキシコであります。 

(2）アジアは中国、ベトナムであります。 

(3）その他は欧州であります。 

（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〕

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（千円） 
北米 

（千円） 
アジア
（千円）  

その他
（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 
 7,039,228  3,090,409   1,923,564     368,140  12,421,343  －  12,421,343

(2）セグメント間

の内部売上高 
   1,563,758     8,143    325,264    61     1,897,228  △1,897,228    －

計    8,602,987  3,098,552    2,248,828    368,202  14,318,571  △1,897,228  12,421,343

営業利益又は

営業損失(△) 
  △917,078     △109,181     309,518     △43,740     △760,482    10,102   △750,380

  
日本 

（千円） 
北米 

（千円） 
アジア
（千円）  

その他
（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 
 10,449,497  4,159,604   2,753,804     569,052  17,931,958  －  17,931,958

(2）セグメント間

の内部売上高 
   3,111,111     7,546    915,891    30     4,034,580  △4,034,580    －

計  13,560,608  4,167,150    3,669,696    569,082  21,966,538  △4,034,580  17,931,958

営業利益     422,960     93,781     497,520     22,712     1,036,976    △86,509     950,466
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前第２四半期連結累計期間（自平成21年１月１日 至平成21年６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。 

(1）北米は米国、カナダおよびメキシコであります。 

(2）アジアは主に中国、タイ、インドネシア、韓国であります。 

 （3）その他は主に欧州であります。 

３．海外売上高は、当社およ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。 

      ただし、連結会社間の内部売上高を除いております。 

  

当第２四半期連結累計期間（自平成22年１月１日 至平成22年６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。 

(1）北米は米国、カナダおよびメキシコであります。 

(2）アジアは主に中国、タイ、インドネシア、韓国、ベトナムであります。 

 （3）その他は主に欧州であります。 

３．海外売上高は、当社およ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。 

      ただし、連結会社間の内部売上高を除いております。  

  

該当事項はありません。  

  

〔海外売上高〕

  北米 アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  3,075,129  2,947,640  467,355  6,490,125

Ⅱ 連結売上高（千円）        12,421,343

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占

める割合（％） 
 24.8  23.7  3.8  52.2

  北米 アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  4,165,729  4,171,223  715,164  9,052,117

Ⅱ 連結売上高（千円）        17,931,958

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占

める割合（％） 
 23.2  23.3  4.0  50.5

（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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