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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 295,529 △22.9 19,680 △9.1 17,310 △17.9 7,364 △50.4
21年3月期第3四半期 383,147 ― 21,642 ― 21,096 ― 14,840 ―

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 47.11 ―
21年3月期第3四半期 94.94 94.94

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 232,172 143,094 61.6 915.26
21年3月期 222,897 137,114 61.5 877.17

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  143,094百万円 21年3月期  137,114百万円

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 ― 4.50 ― 4.50 9.00
22年3月期 ― 4.50 ―
22年3月期 

（予想）
4.50 9.00

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  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 418,000 △10.2 22,000 5.5 18,800 △5.3 7,300 △29.0 46.70
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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  
（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 
本資料に掲載されている業績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。なお、上記の業績予想に関する事項につきましては、４ページの【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。 

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 157,239,691株 21年3月期  157,239,691株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  897,122株 21年3月期  924,535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 156,334,864株 21年3月期第3四半期 156,311,055株
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（参考）平成22年３月期第３四半期（３ヶ月）の連結業績
　　　　　（平成21年10月１日～平成21年12月31日）

（1）連結経営成績（３ヶ 　 （月） ％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 117,781 5.3 10,374 81.9 9,306 72.6 3,933 29.5

21年3月期第3四半期 111,890 － 5,704 － 5,392 － 3,038 －

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 25.16 －

21年3月期第3四半期 19.44 －
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当第３四半期累計期間のわが国経済は、一部に景気回復の兆しが見られるものの、企業の設備投資や雇
用情勢は低い水準にとどまるなど、依然として厳しい状況で推移いたしました。  
このような経済情勢の下、当社が日産自動車株式会社から受注しております自動車は、昨年５月に発売

した「ＮＶ２００バネット」や「セレナ」の増加があるものの、輸出向け「ピックアップ」や「パトロー
ル」の減少などにより、売上台数は前年同期と比べ24.1％減少の170,819台、売上高も22.9％減少の2,955
億円となりました。営業利益は売上高の減少により、9.1％減少の196億円、経常利益は子会社開業準備費
用の増加などにより、17.9％減少の173億円となりました。また、四半期純利益は、前第１四半期に計上
したリース会計基準の適用に伴う特別利益47億円の影響などにより、前年同期と比べ50.4％減少の73億円
となりました。 

  

(資産） 
 流動資産は、前連結会計年度末と比べ48億円増加の1,265億円となりました。これは主に、売掛金の増
加136億円、預け金の減少104億円によるものです。 
 固定資産は、前連結会計年度末と比べ44億円増加の1,056億円となりました。これは主に、日産車体九
州㈱の生産設備など建設仮勘定の増加71億円によるものです。 
 この結果、総資産は前連結会計年度末と比べ92億円増加の2,321億円となりました。 

  

（負債） 
 流動負債は、前連結会計年度末と比べ33億円増加の787億円となりました。これは主に、買掛金の増加
95億円、リース債務の増加21億円、設備代金の支払による未払金の減少86億円によるものです。 
 固定負債は、前連結会計年度末と比べ微減の103億円となりました。 
 この結果、負債合計は前連結会計年度末と比べ32億円増加の890億円となりました。 
  
（純資産） 

 純資産合計は、前連結会計年度末と比べ59億円増加の1,430億円となりました。これは主に、四半期純
利益の計上による増加73億円、剰余金の配当による減少14億円によるものです。 
  

当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、合理化等により好調に推移いたしましたが、今後の
業績につきましては先行き不透明なため、平成21年11月4日の第２四半期決算発表時の予想を変更してお
りません。 
 なお、今後の動向により業績に影響を及ぼす場合には、開示基準に従って速やかに開示いたします。 

  

【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
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該当事項はありません。 
  

（簡便な会計処理） 
繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 
 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、又は、一時差異
等の発生状況に著しい変化が認められた場合には、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・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。 

  
（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

税金費用の計算 
 税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計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。 
  

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：百万円）

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 1,836 1,187

受取手形及び売掛金 63,142 49,529

商品及び製品 9 －

仕掛品 4,792 4,482

原材料及び貯蔵品 2,083 1,999

預け金 48,421 58,868

その他 6,269 5,618

貸倒引当金 △23 △9

流動資産合計 126,531 121,677

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 20,132 20,812

機械装置及び運搬具（純額） 21,094 23,636

工具、器具及び備品（純額） 18,855 18,203

土地 18,394 18,394

建設仮勘定 22,838 15,658

有形固定資産合計 101,315 96,705

無形固定資産 1,813 1,896

投資その他の資産 2,513 2,618

固定資産合計 105,641 101,220

資産合計 232,172 222,897
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（単位：百万円）

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 49,885 38,656

未払法人税等 2,782 2,736

製品保証引当金 599 748

その他 25,436 33,211

流動負債合計 78,703 75,353

固定負債   

製品保証引当金 811 1,087

退職給付引当金 6,225 5,505

役員退職慰労引当金 83 103

その他 3,254 3,732

固定負債合計 10,375 10,429

負債合計 89,078 85,782

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,904 7,904

資本剰余金 8,517 8,510

利益剰余金 127,151 121,193

自己株式 △478 △493

株主資本合計 143,095 137,116

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1 △1

評価・換算差額等合計 △1 △1

純資産合計 143,094 137,114

負債純資産合計 232,172 222,897
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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：百万円）

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 383,147 295,529

売上原価 353,947 270,708

売上総利益 29,200 24,821

販売費及び一般管理費 7,557 5,140

営業利益 21,642 19,680

営業外収益   

受取利息 346 340

固定資産賃貸料 176 156

その他 87 74

営業外収益合計 610 572

営業外費用   

支払利息 80 70

退職給付会計基準変更時差異の処理額 561 561

子会社開業準備費用 385 2,200

その他 130 109

営業外費用合計 1,156 2,942

経常利益 21,096 17,310

特別利益   

リース会計基準の適用に伴う影響額 4,736 －

関係会社清算益 51 －

固定資産売却益 － 3

その他 4 －

特別利益合計 4,792 3

特別損失   

固定資産除却損 135 53

退職特別加算金 352 2,392

減損損失 － 1,321

その他 1 0

特別損失合計 489 3,767

税金等調整前四半期純利益 25,399 13,546

法人税等 10,558 6,181

四半期純利益 14,840 7,364
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【第３四半期連結会計期間】 

（単位：百万円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 111,890 117,781

売上原価 102,949 105,536

売上総利益 8,940 12,244

販売費及び一般管理費 3,236 1,870

営業利益 5,704 10,374

営業外収益   

受取利息 125 75

固定資産賃貸料 54 52

その他 28 29

営業外収益合計 207 157

営業外費用   

支払利息 25 22

退職給付会計基準変更時差異の処理額 187 187

子会社開業準備費用 269 979

その他 37 35

営業外費用合計 519 1,224

経常利益 5,392 9,306

特別利益   

固定資産売却益 0 0

特別利益合計 0 0

特別損失   

固定資産除却損 28 16

退職特別加算金 － 2,392

特別損失合計 28 2,408

税金等調整前四半期純利益 5,363 6,898

法人税等 2,324 2,964

四半期純利益 3,038 3,933
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 25,399 13,546

減価償却費 12,030 11,782

減損損失 － 1,321

退職給付引当金の増減額（△は減少） 539 720

受取利息及び受取配当金 △349 △343

支払利息 80 70

リース会計基準の適用に伴う影響額 △4,736 －

固定資産除却損 135 53

売上債権の増減額（△は増加） 43,271 △13,612

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,359 △403

仕入債務の増減額（△は減少） △39,440 11,228

その他 △4,138 △1,808

小計 30,432 22,555

利息及び配当金の受取額 340 377

利息の支払額 △87 △77

法人税等の支払額 △14,432 △5,943

営業活動によるキャッシュ・フロー 16,253 16,911

投資活動によるキャッシュ・フロー   

固定資産の取得による支出 △7,746 △20,547

固定資産の売却による収入 6 13

貸付けによる支出 － △43

貸付金の回収による収入 8 51

関係会社の整理による収入 151 －

その他 36 77

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,543 △20,448

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △1,484 △1,406

自己株式の取得による支出 △4 △1

ストックオプションの行使による収入 24 22

リース債務の返済による支出 △3,559 △4,875

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,024 △6,261

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,685 △9,798

現金及び現金同等物の期首残高 53,935 60,055

現金及び現金同等物の四半期末残高 57,620 50,257
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(5) 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。 

 
6. その他の情報 
連結製品別売上高 

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

増  減 

 

区 分 

台 数 金 額 台 数 金 額 台 数 金 額  

 

乗   用   車 

台 

101,174 

百万円

186,292

台

96,413

百万円

164,103

台

△4,761

百万円 

△22,189 

商   用   車 106,225 130,704 64,951 84,587 △41,274 △46,116 

小 型 バ ス 17,626 35,260 9,455 18,700 △8,171 △16,560 

部品売上･ その他 － 30,889 － 28,138 － △2,751 

計 225,025 383,147 170,819 295,529 △54,206 △87,617 
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