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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12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3月期第3四半期 18,791 ― 76 ― △10 ― △778 ―

20年3月期第3四半期 21,233 20.0 1,121 23.7 1,150 32.8 676 38.0

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3月期第3四半期 △45.01 ―

20年3月期第3四半期 39.16 ―

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3月期第3四半期 16,612 9,835 58.6 563.47
20年3月期 18,932 10,780 56.6 620.04

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  9,739百万円 20年3月期  10,718百万円

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  

現時点では期末配当予想額は未定であります。  

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3月期 ― 0.00 ― 6.00 6.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― ― ―

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 21,800 △23.7 △1,000 ― △1,200 ― △2,000 ― △115.70

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  

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） 

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）平成20年11月11日に公表いたしました期末配当予想は、修正をしており、期末配当につきましては、現時点において未定であります。詳細につきましては、本日公表
の「平成21年３月期 配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 
（２）通期の業績予想につきましては、平成21年1月9日に発表いたしました予測から修正しております。詳細につきましては３ページ【定性的情報・財務情報】３．連結業績
予想に関する定性的情報をご覧ください。 
なお、上記の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場合があり
ます。 
（３）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）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）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。  

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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  17,310,069株 20年3月期  17,310,069株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  24,596株 20年3月期  23,306株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  17,286,367株 20年3月期第3四半期  17,288,050株
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「参考」個別業績予想
平成21年3月期の個別業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日）

（％表示は対前期増減率）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円銭

通期 20,400 △ 23.8 △ 1,100 － △ 700 － △ 1,100 － △63.64

（注）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無　　：　　有

1株当たり

当期純利益
売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
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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 

 当第３四半期連結累計期間において当社グループに関連する自動車業界は、国内外の景気減退の影響を受け国内生

産は輸出向けも減少に転じ前年同期割れとなりました。また海外におきましても、特に米国を発端とした金融危機が

世界的に広まりをみせた秋以降、北米・欧州等を中心に大幅に減産となり、総じて世界の自動車生産台数は減少致し

ました。 

このような状況下、当第３四半期連結累計期間における当社グループの連結売上高については、18,791百万円（前年

同期比11.5％減）となりました。売上高の状況を部門別に申し上げますと次の通りであります。 

 表示系製品はエアコンパネル、コンビネーションメータなどの生産が減少した結果、売上高は12,862百万円（前年

同期比8.6％減）となりました。 

 モータ系製品は電子スロットルモータ、ＡＢＳ用モータなどの生産が減少した結果、売上高は3,525百万円（前年

同期比26.8％減）となりました。 

 その他製品では電流センサ、アンテナコードなどの生産が増加した結果、売上高は2,403百万円（前年同期比2.5％

増）となりました。 

 利益につきましては、徹底した経費節減、生産性向上、設備投資抑制、購入材低減など原価低減活動にグループを

あげて取り組んでまいりましたが、急激な売上減少に伴う操業度損、償却期間の変更を含む償却費負担増、円高によ

る為替影響、繰延税金資産の取り崩し等がありました結果、当第３四半期連結累計期間の営業利益は76百万円、経常

損失は10百万円、当四半期純損失は778百万円を計上するに至りました。 

 （注）前年同期四半期増減率は参考として記載しております。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は、現金及び預金、受取手形及び売掛金などの売上債権減少などにより、前

連結会計年度末に比べ2,319百万円減少し、16,612百万円となりました。負債につきましては仕入債務の減少などに

より、前連結会計年度末に比べ1,373百万円減少し、6,777百万円となりました。純資産につきましては利益剰余金の

減少等により、前連結会計年度末に比べ945百万円減少し、9,835百万円となりました。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 世界経済の低迷は今後も当面続くことが想定されます。当グループが関連する自動車業界においても世界的な販売

低迷が長期化することが懸念され、当社グループを取り巻く環境はかつてない厳しい状況が続くことが予測されるこ

とから通期の業績予想を修正いたします。詳細は本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

  

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） 

 該当事項はありません。 

  

（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 

 たな卸資産の評価方法および固定資産の減価償却の方法について、一部簡便な方法を採用しております。 

  

（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 

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）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）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。 

  

（追加情報） 

 当第１四半期連結累計期間から、機械及び装置の耐用年数については法人税法の改正を契機として見直しを行

い、一部の資産については耐用年数を短縮して減価償却費を算出する方法に変更しております。この結果、従来

の方法によった場合に比べ、営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益は、それぞれ162百万円減少

し、四半期純損失は97百万円増加しております。 
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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：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 809,699 1,095,251

受取手形及び売掛金 2,999,778 4,317,571

有価証券 1,147,415 1,001,669

製品 262,190 365,177

原材料 530,979 412,503

仕掛品 608,915 729,868

関係会社預け金 2,252,467 2,761,323

その他 387,552 99,454

流動資産合計 8,998,998 10,782,818

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 3,903,021 3,815,492

その他（純額） 3,199,302 3,173,057

有形固定資産合計 7,102,323 6,988,549

無形固定資産 124,910 127,309

投資その他の資産   

その他 445,880 1,092,862

貸倒引当金 △59,227 △59,227

投資その他の資産合計 386,653 1,033,635

固定資産合計 7,613,887 8,149,494

資産合計 16,612,886 18,932,313

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,807,620 3,799,807

短期借入金 － 15,609

未払法人税等 19,758 194,009

賞与引当金 246,264 －

引当金 85,399 104,674

その他 2,283,017 2,768,289

流動負債合計 5,442,061 6,882,390

固定負債   

退職給付引当金 1,219,841 1,196,203

役員退職慰労引当金 59,215 73,075

その他 56,614 －

固定負債合計 1,335,671 1,269,278

負債合計 6,777,732 8,151,668
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12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３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,563,777 1,563,777

資本剰余金 2,198,186 2,198,186

利益剰余金 5,894,687 6,776,623

自己株式 △9,258 △8,934

株主資本合計 9,647,392 10,529,653

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 85,914 180,510

為替換算調整勘定 6,486 8,275

評価・換算差額等合計 92,400 188,785

少数株主持分 95,359 62,205

純資産合計 9,835,153 10,780,644

負債純資産合計 16,612,886 18,932,313

5

ジェコー㈱（7768）平成21年3月期　第3四半期決算短信



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 18,791,832

売上原価 17,438,841

売上総利益 1,352,990

販売費及び一般管理費 1,276,075

営業利益 76,915

営業外収益  

受取利息 34,224

物品売却益 18,501

その他 32,329

営業外収益合計 85,055

営業外費用  

為替差損 108,226

固定資産廃棄損 40,893

その他 22,859

営業外費用合計 171,978

経常損失（△） △10,007

特別利益  

固定資産売却益 55,972

特別利益合計 55,972

特別損失  

減損損失 10,704

投資有価証券評価損 5,692

事業再編損 4,045

特別損失合計 20,442

税金等調整前四半期純利益 25,523

法人税、住民税及び事業税 328,090

法人税等調整額 441,165

法人税等合計 769,255

少数株主利益 34,346

四半期純損失（△） △778,078
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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）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）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）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（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。 

「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 

 
前年同四半期 

（平成20年３月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 売上高 21,233,602 

Ⅱ 売上原価 18,864,833 

売上総利益 2,368,769 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,246,948 

営業利益 1,121,820 

Ⅳ 営業外収益 118,709 

Ⅴ 営業外費用 90,231 

経常利益 1,150,299 

Ⅵ 特別損失 3,479 

税金等調整前四半期純利
益 1,146,819 

法人税等 446,362 

少数株主利益 23,545 

四半期純利益 676,911 
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