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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第3四半期 14,665 △22.0 229 198.2 225 ― △265 ―

21年3月期第3四半期 18,791 ― 76 ― △10 ― △778 ―

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 △15.38 ―

21年3月期第3四半期 △45.01 ―

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 14,407 8,611 59.2 493.49
21年3月期 13,806 8,916 64.0 510.86

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  8,529百万円 21年3月期  8,830百万円

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  

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

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 ― 3.00 3.00
22年3月期 ― 0.00 ―

22年3月期 
（予想）

― ―

3.  平成22年3月期の連結業績予想（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）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 20,500 △6.9 460 ― 430 ― △80 ― △4.63
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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４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） 

(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）本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している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。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い
ては４ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想等に関する定性的情報をご覧ください。 
（２）当社の配当につきましては、安定した利益配分を目指し、事業及び将来の事業展開を勘案して実施していきたいと考えております。しかしながら、経営
環境の先行きが依然不透明であるため、当期の期末配当につきましては、現時点で未定とし、今後の業績動向を勘案した上でご提案させていただきます。

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 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 17,310,069株 21年3月期  17,310,069株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  25,751株 21年3月期  24,646株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 17,285,176株 21年3月期第3四半期 17,286,367株

2

ジェコー㈱（7768）平成22年3月期　第3四半期決算短信



「参考」個別業績予想
平成22年3月期の個別業績予想（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）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円銭

通期 19,400 △ 4.8 290 － 510 － 130 － 7.52

（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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 当社グループが関連する自動車業界は、各国による景気刺激策と相俟って回復基調にはあるものの、今後、景気が

二番底を迎える事も懸念され、依然として先行き不透明な状況にあります。  

 このような状況下で、当社グループにおける当第３四半期連結累計期間の売上高は、14,665百万円（前年同期比

22.0％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とおりであります。 

 表示系製品はエアコンパネルが品目追加により売上増となりましたがコンビネーションメータ、アクセサリーメー

タなどの生産が減少した結果、売上高は10,370百万円（前年同期比19.4％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モータなどの生産が減少した結果、売上高が2,333百万円（前年同

期比33.8％減）となりました。 

 その他製品では電流センサが新規装着の増加により売上増となりましたが、その外のセンサ類などの生産が減少し

た結果、売上高は1,961百万円（前年同期比18.4％減）となりました。 

 損益につきましては、徹底した固定費削減、生産効率化、購入材の低減など原価低減活動にグループをあげて取り

組んできた結果、前年同期に対し売上げの大幅な減少はあるものの、営業利益229百万円（前年同期比198.2％増）、

経常利益225百万円（前年同期は経常損失10百万円）、四半期純損失265百万円（前年同期は四半期純損失778百万

円）となりました。 

 なお、四半期純損失265百万円には経営構造改革を実施した事に伴う当第３四半期連結累計期間までの特別損失407

百万円を含んでおります。  

  

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は、有形固定資産や関係会社預け金などが減少したものの、受取手形及び売

掛金の増加などにより、前連結会計年度末に比べ601百万円増加し、14,407百万円となりました。負債については仕

入債務の増加などにより、前連結会計年度末に比べ906百万円増加し、5,795百万円となりました。純資産については

利益剰余金の減少などにより、前連結会計年度末に比べ304百万円減少の8,611百万円となり、自己資本比率は59.2％

となりました。  

  

 業績予想については、景気の下振れ懸念など不安定要素はあるものの、車両生産の回復による売上増を織込み、通

期の業績予想について修正します。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。  

  

 該当事項はありません。  

  

 たな卸資産の評価方法について、一部簡便な方法を採用しております。  

（追加情報） 

 当社及び国内連結子会社の固定資産の減価償却の計算方法については、固定資産の年度中の取得、売却及び除

却等見積りを考慮した予算を策定しているため、主として当該予算に基づく年間償却額を期間按分して算定して

おりましたが、第１四半期連結会計期間より、実績値により算定する方法に変更しております。 

 これにより、損益に与える影響は軽微であります。  

  

 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

（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
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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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 763,663 628,397

受取手形及び売掛金 3,686,292 1,840,499

有価証券 808,911 748,756

商品及び製品 308,773 214,710

仕掛品 579,266 524,223

原材料及び貯蔵品 540,545 562,264

関係会社預け金 1,571,217 1,826,507

その他 89,435 305,613

流動資産合計 8,348,105 6,650,974

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,512,769 1,657,480

機械装置及び運搬具（純額） 3,142,632 3,589,129

その他（純額） 894,808 1,399,704

有形固定資産合計 5,550,209 6,646,314

無形固定資産 101,663 116,114

投資その他の資産   

その他 466,841 451,879

貸倒引当金 △59,227 △59,227

投資その他の資産合計 407,614 392,652

固定資産合計 6,059,487 7,155,081

資産合計 14,407,593 13,806,055

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,095,624 1,665,952

未払法人税等 17,935 13,233

賞与引当金 178,811 －

引当金 60,410 64,201

その他 1,199,471 1,784,305

流動負債合計 4,552,253 3,527,693

固定負債   

退職給付引当金 1,109,186 1,232,938

役員退職慰労引当金 57,587 65,291

その他 76,577 63,381

固定負債合計 1,243,350 1,361,610

負債合計 5,795,604 4,889,304
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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21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 4,677,800 4,995,538

自己株式 △9,457 △9,268

株主資本合計 8,430,307 8,748,233

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 108,879 89,309

為替換算調整勘定 △9,631 △7,170

評価・換算差額等合計 99,248 82,138

少数株主持分 82,433 86,378

純資産合計 8,611,989 8,916,750

負債純資産合計 14,407,593 13,806,055
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（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）

前第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) 

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

売上高 18,791,832 14,665,116

売上原価 17,438,841 13,369,514

売上総利益 1,352,990 1,295,602

販売費及び一般管理費 1,276,075 1,066,267

営業利益 76,915 229,335

営業外収益   

受取利息 34,224 14,465

作業くず売却益 18,501 5,960

その他 32,329 32,437

営業外収益合計 85,055 52,863

営業外費用   

為替差損 108,226 25,587

固定資産廃棄損 40,893 11,935

その他 22,859 18,982

営業外費用合計 171,978 56,504

経常利益又は経常損失（△） △10,007 225,693

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 10,704 102,915

投資有価証券評価損 5,692 －

事業再編損 4,045 387,353

特別損失合計 20,442 490,268

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（△）

25,523 △264,575

法人税、住民税及び事業税 328,090 9,466

法人税等調整額 441,165 △22,010

法人税等合計 769,255 △12,543

少数株主利益 34,346 13,849

四半期純損失（△） △778,078 △265,881
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 該当事項はありません。 

  

 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
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