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米国会計基準採用の有無   無 
 

１．18年 3月期の連結業績（平成17年 4月 1日～平成18年 3月31日） 

(1) 連結経営成績                                                  (記載金額は百万円未満切捨表示) 

 売上高 営業利益 経常利益 

 
18年 3月期 
17年 3月期 

百万円   ％

123,000     △5.8 

130,523       8.0 

百万円   ％

5,530     △6.8 

5,930      42.2 

百万円   ％

5,522     △6.8 

5,928      34.2 
 

 当期純利益 
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

株 主 資 本
当期純利益率

総 資 本 
経常利益率 

売 上 高
経常利益率

 
18年 3月期 
17年 3月期 

百万円   ％ 

1,720    △21.3  

2,186    △59.1  

円 銭 

18.99  

24.14  

円 銭 

－ 

－ 

％

3.4 

4.4 

％ 

5.7  

6.3  

％

4.5 

4.5 
(注)①持分法投資損益        18年 3月期      － 百万円     17年 3月期     － 百万円 

②期中平均株式数（連結）  18年 3月期     90,582,121株     17年 3月期     90,596,520株 
③会計処理の方法の変更   有 
④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 

 
(2) 連結財政状態 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

 
18年 3月期 
17年 3月期 

百万円    

95,575 

96,958 

百万円   

51,968 

50,457 

％ 

54.4  

52.0  

円 銭 

573.78  

556.99  

(注)期末発行済株式数（連結）  18年 3月期     90,572,448株     17年 3月期     90,589,427株 
 
(3) 連結キャッシュ･フローの状況 

 
営 業 活 動 による 
キャッシュ・フロー 

投 資 活 動 による 
キャッシュ・フロー 

財 務 活 動 による 
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物
期 末 残 高 

 
18年 3月期 
17年 3月期 

百万円  
   11,718  
   11,068  

百万円 

  △8,211  
  △14,349   

百万円  
  △3,519  
    3,103  

百万円 

1,902    
1,914    

 
(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

連結子会社数 5 社  持分法適用非連結子会社数 ― 社   持分法適用関連会社数 ― 社 
 
(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結 (新規) ― 社   (除外) 1 社    持分法 (新規) ― 社   (除外) ― 社 
 
２．19年 3月期の連結業績予想（平成18年 4月 1日～平成19年 3月31日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 
中 間 期 
通    期 

百万円 
       52,000   
      105,000   

百万円 
        2,100   
        3,800   

百万円 
        500  
        700  

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  7 円 73 銭 
 

業績予想につきましては、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。 

上記の予想の前提条件その他の関連する事項については、添付資料の4～5ページをご参照下さい。 

 



１．企業集団の状況

　事業の系統図によって示すと次のとおりであります。

　

愛知機械工業株式会社

日産自動車株式会社（親会社)などの自動車関連メーカー

[自動車関連事業]
（連結子会社）
伸和精工㈱

[その他の事業]
（連結子会社）
愛知機械テクノシステム㈱
愛知機工㈱
㈱アイ　テクニカ
エーケー・トランスポート・サービス㈱

海外の自動車関連メーカー

【

国

内

】

【

海

外

】

部
品
有
償
支
給

得意先

部
品
有
償
支
給

自
動
車
部
分
品
納
入

部
品
有
償
支
給

自

動

車

部

分

品

納

入

販
売
サ
ポ
ー

ト
業
務
委
託

製

品

納

入

[自動車関連事業]
（非連結子会社、持分法非適用）
エーケーノースアメリカコーポレーション

製

品

納

入

運
送
業
そ
の
他

当社グループは、当社及び連結子会社 5 社並びに非連結子会社（持分法非適用）1 社で構成され、当

社の親会社である日産自動車株式会社などの国内外自動車関連メーカーへのエンジン、マニュアルトラ

ンスミッションなどの製造・販売を主要な事業としております。 

株式会社白鳥につきましては、平成 17 年 9 月 30 日に当社が所有していた全株式を同社の取引先であ

る三甲株式会社に売却致しました。この結果、同社は当社の連結子会社でなくなりました。 

愛知機工株式会社につきましては、平成 17 年 10 月 1 日に株式会社ヨロズが設立した子会社である株

式会社ヨロズ愛知に対し、土地・建物を除き営業譲渡致しました。 
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２．経営方針

(１)会社の経営の基本方針

（２）会社の利益配分に関する基本方針

（３）目標とする経営指標

（４）中長期的な経営戦略

(５)親会社等に関する事項

　1．親会社等の商号等 （平成18年3月31日現在）

親会社等の議決 親会社等が発行する株券が上場され

権所有割合（％） ている証券取引所等

株式会社東京証券取引所　市場第一部

NASDAQ（アメリカ合衆国)

　2．親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係

①親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付け、親会社等やそのグループ企業との取引
　 関係や人的・資本的関係

②親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、リスク及びメリット、親会社等やその
　 グループ企業との取引関係や人的・資本的関係などの面から受ける経営・事業活動への影響等

41.7

親会社等 属性

日産自動車株式会社 親会社

当社は、長期にわたり安定的な経営基盤の確保に努めるとともに、利益配当については、安定配当の

継続を基本方針としております。 

また、会社法施行後においても、配当制度につきましては特段の変更を予定しておりません。 

当社は「常に信頼性のある優秀な製品を廉価に生産して社会に貢献する」を社是とし、「クルマに関連

した『モノづくり』を通じて社会と調和しながら、『人の豊かさ』を追求する」という経営理念のもと、時代の

多様なニーズにあった高性能・高品質で環境に優しいエンジン、マニュアルトランスミッションなどを、より

豊かなクルマ社会のために、お客様にお届けしております。 

日産自動車株式会社は、当社議決権の 41.7％を保有する親会社です。当社は親会社の企業グルー

プの中で、自動車事業に属し、親会社の企業グループから自動車用エンジン、マニュアルトランスミッシ

ョン及び同部分品の開発及び生産を受託しております。当社の親会社の企業グループに対する売上比

率は約 91％となっております。また、親会社の企業グループでの経営情報の交換等を目的として、親会

社との兼任取締役が 1 名就任しております。 

日産グループが一丸となって取り組んでおります中期経営計画「日産バリューアップ」に大きく貢献でき

るよう、当社は、平成 18 年度を初年度とする新たな 3 年間の中期経営計画を策定し、現場力・品質水準・

技術開発力の向上、並びにコスト低減などによる競争力の強化や、新規受注による拡販などにより、業

界トップレベルのユニット専門会社を目指しております。 

当社は、自動車用エンジン、マニュアルトランスミッションなどのユニット専門会社として業界トップレベ

ルを目指しており、収益性を重視する観点から「売上高営業利益率」を経営指標としております。 

当社の親会社の企業グループに対する売上比率は約 91％と高いため、同社の販売状況に大きく依

存する状況にあります。 
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③親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、親会社等やそのグループ企業との
　 取引関係や人的・資本的関係などの面から受ける経営・事業活動への影響等がある中における、

　 親会社等からの一定の独立性の確保に関する考え方及びそのための施策

④親会社等からの一定の独立性の確保の状況

　3．親会社等との取引に関する事項

「関連当事者との取引」に関する注記（18ページ）をご参照下さい。

当社は、コンプライアンス尊重のため、内部監査室を設置するとともに、「愛知機械行動規範」を制定

し、全ての役員・従業員に適用しております。この「行動規範」の周知徹底により、企業倫理の遵守、並

びにコンプライアンスの遵守に努め、企業の社会的責任を果たしてまいります。また、独自の中期経営

計画の推進などにより、親会社からの一定の独立性が確保されていると考えております。 

当社は、品質・コスト等の競争力を強化し、自動車用エンジン、マニュアルトランスミッションなどのユ

ニット専門会社として業界トップレベルを目指すとともに、独自の中期経営計画を策定し、コンプライア

ンスを尊重し、企業の社会的責任を果たして行く方針であります。 

 

(役員の兼務状況）

役職 氏名
親会社等又はそのグループ

企業での役職
就任理由

非常勤取締役会長 高橋 忠生
親会社 日産自動車㈱

取締役、副社長（執行役員）
日産グループの生産部門を統括

しているため

非常勤監査役 宮下 孝雄
親会社の子会社 日産車体㈱

常勤監査役
日産グループでの監査連携のため

（注）当社取締役10名、監査役4名のうち、親会社等又はそのグループ企業との兼任役員は当該2名

　　　のみであります。

(出向者の受入れ状況）

部門名 人数
出向元の親会社等又は

そのグループ企業名
出向者受入れ理由

管理部門 3名    親会社　日産自動車㈱ 体制強化のため

開発部門 13名    同上 同上

生産部門 1名    同上 同上

計 17名    

（注）平成18年3月現在の当社従業員数は2,291名であります。
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３．経営成績及び財政状態

(１)当連結会計年度の経営成績

　

（２）財政状態

当連結会計年度のわが国経済は、原油価格の高騰や原材料価格の上昇など、景気後退の懸念材料

があったものの、企業の収益改善、設備投資の増加に加え、雇用・所得環境の改善により個人消費も緩

やかに回復し、景気は堅調に推移しました。 

自動車産業におきましては、国内販売は、自動車ＮＯx・ＰＭ法規制に伴うトラックの代替需要の増加

や、軽自動車販売が増加した一方、普通乗用車の販売が伸び悩んだことから、軽自動車を除く国内販売

台数は、前年度を 0.7％下回る 391 万 3 千台となりました。 

 

このような状況下におきまして、当社は、平成 15 年度から平成 17 年度までの 3 年間の中期経営計画

の 終年度として、諸活動を積極的に推進し、自動車用エンジン、マニュアルトランスミッションなどのユ

ニット専門会社として、業界トップレベルの品質と収益力の実現に向けて鋭意努力するとともに、日産グ

ループが総力を挙げて取り組んでまいりました「日産１８０」の 後のコミットメントである「グローバル１０

０万台増販」に対して、当社が生産するエンジン、マニュアルトランスミッションの供給責任を果たしてまい

りました。 

 

売上高を製品別にみますと、エンジンにつきましては、日産自動車株式会社国内向け「ティーダ」、「ノ

ート」、「ウィングロード」並びに中国向け「ティーダ」に搭載したＨＲエンジンが好調に推移したことにより

増加し、57,642 百万円（前年度比 6.1％増）となりました。 

マニュアルトランスミッションにつきましては、日産自動車株式会社輸出用「ピックアップ」搭載分、及び

マツダ株式会社向けが減少したことなどにより、25,622 百万円（前年度比 19.0％減）となりました。また、

自動車部分品ほかにつきましては、ＣＶＴが減少したことなどにより、39,734 百万円（前年度比 10.8％減）

となりました。 

この結果、当連結会計年度の売上高は、前年度比 5.8％減の 123,000 百万円となりました。 

 

損益面におきましては、コスト低減などの効率化・合理化に取り組みましたが、売上高の減少により、

当連結会計年度の営業利益は 5,530 百万円（前年度比 6.8％減）、経常利益は 5,522 百万円(前年度比

6.8％減)となりました。また、輸出用ＣＶＴの不具合による製品補償損失を特別損失として計上したことに

より、当期純利益は 1,720 百万円（前年度比 21.3％減）となりました。 

 

なお、当社単独の期末配当金は、前期と同様の 1 株当たり 2 円とさせていただく予定であります。 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は1,902百万円となり、前連結会

計年度末に比べ11百万円(△0.6％)減少しました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況と

増減の要因は次のとおりとなります。 

 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当連結会計年度における営業活動による資金の増加は11,718百万円となり、前年度と比べ650百万円

増加しました。これは主に、未払費用が増加した一方で、税金等調整前当期純利益が減少したことによる

ものであります。 
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(３)次期の見通し

今後のわが国経済は、原油価格や為替動向などの先行きに不透明感があるものの、企業収益の改善

と個人消費の緩やかな回復により、景気回復が続くと思われます。 

自動車産業におきましては、国内販売は、自動車の保有期間の長期化傾向が進捗するなかで、自動

車メーカー各社の新型車投入やモデルチェンジにより、小型車・軽自動車を中心として販売競争がさらに

激化するものと思われます。一方、輸出につきましては、米国や中国経済に支えられ、引き続き堅調に推

移するものと思われます。 

 

このような状況のなかで、平成18年度の連結業績につきましては、売上高 1,050 億円（前年度比

14.6％減）、経常利益 38億円（前年度比 31.2％減）、当期純利益 7 億円（前年度比 59.3％減）を予想

しております。 

 

なお、当社単独の次期の配当金につきましては、財務体質の強化に努めておりますので、当期と同様

に 1 株当たり期末配当 2 円とし、中間配当については見送りとさせていただく予定であります。 

 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

当連結会計年度における投資活動による資金の減少は8,211百万円となり、前年度と比べ6,138百万

円減少額が縮小しました。これは主に、有形固定資産取得による支出が減少したことによるものでありま

す。 

 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

当連結会計年度における財務活動による資金の減少は3,519百万円となり、前年度と比べ6,623百万

円減少しました。これは主に、有形固定資産取得による支出が減少したことにより、短期借入金の返済を

進めたことによるものであります。 
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４．連結財務諸表等
（１）連結貸借対照表

（単位：百万円）

金　額 構成比 金　額 構成比 金　額

％ ％

(資産の部)

Ⅰ流動資産

１ 現金及び預金 173 425 △252 

２ 受取手形及び売掛金 20,545 23,488 △2,943 

３ 有価証券 59 89 △29 

４ たな卸資産 4,423 4,213 209 

５ 預け金 1,670 1,463 207 

６ 繰延税金資産 3,343 2,650 693 

７ その他 1,981 2,340 △359 

貸倒引当金 △26 △30 3 

流動資産合計 32,169 33.7      34,639 35.7      △2,470 

Ⅱ固定資産

１ 有形固定資産

(1) 　建物及び構築物 7,521 7,406 115 

(2) 　機械装置及び運搬具 35,635 36,804 △1,168 

(3) 　土地 6,125 6,131 △5 

(4) 　建設仮勘定 4,172 2,676 1,495 

(5) 　その他 2,099 2,202 △102 

有形固定資産合計 55,554 58.1      55,220 57.0      333 

２ 無形固定資産 167 0.2        173 0.2        △6 

３ 投資その他の資産

(1) 　投資有価証券 1,321 1,367 △45 

(2) 　長期貸付金 13 13 △0 

(3) 　繰延税金資産 6,051 5,233 817 

(4) 　その他 311 323 △12 

　貸倒引当金 △13 △13 0 

投資その他の資産合計 7,684 8.0        6,924 7.1        759 

固定資産合計 63,406 66.3      62,319 64.3      1,087 

資産合計 95,575 100.0    96,958 100.0    △1,383 

増　減
科　　　目 （平成18年3月31日） （平成17年3月31日）

当連結会計年度末 前連結会計年度末
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（単位：百万円）

金　額 構成比 金　額 構成比 金　額

％ ％

(負債の部)

Ⅰ流動負債

１ 支払手形及び買掛金 15,173 19,650 △4,477 

２ 短期借入金 3,220 6,550 △3,330 

３ 未払金 4,332 4,155 176 

４ 未払費用 7,756 6,229 1,526 

５ 未払法人税等 2,393 184 2,208 

６ 製品保証引当金 1,779 1,684 94 

７ その他 331 125 205 

流動負債合計 34,987 36.6      38,581 39.8      △3,594 

Ⅱ固定負債

１ 製品保証引当金 2,484 1,472 1,012 

２ 退職給付引当金 5,970 6,245 △274 

３ 役員退職慰労引当金 151 188 △37 

４ その他 13 13 △0 

固定負債合計 8,619 9.0        7,919 8.2        700 

負債合計 43,606 45.6      46,501 48.0      △2,894 

（少数株主持分）

少数株主持分 － － － － － 

(資本の部)

Ⅰ資本金 8,518 8.9        8,518 8.8        － 

Ⅱ資本剰余金 12,345 12.9      12,345 12.7      － 

Ⅲ利益剰余金 31,130 32.6      29,591 30.5      1,538 

Ⅳその他有価証券評価差額金 0 0.0 19 0.0        △19 

Ⅴ自己株式 △24 △0.0    △16 △0.0    △8 

資本合計 51,968 54.4      50,457 52.0      1,511 

負債、少数株主持分
及び資本合計

95,575 100.0    96,958 100.0    △1,383 

増　減
科　　　目 （平成18年3月31日） （平成17年3月31日）

当連結会計年度末 前連結会計年度末
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（２）連結損益計算書
（単位：百万円）

金　額 百分比 金　額 百分比 金　額 増減率

％ ％ ％

Ⅰ 売上高 123,000 100.0 130,523 100.0 △7,522 △5.8 

Ⅱ 売上原価 110,131 89.5 116,057 88.9 △5,926 △5.1 

　　売上総利益 12,868 10.5 14,465 11.1 △1,596 △11.0 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 7,338 6.0 8,534 6.6 △1,195 △14.0 

　　営業利益 5,530 4.5 5,930 4.5 △400 △6.8 

Ⅳ 営業外収益 115 0.1 88 0.1 27 30.8 

１　受取利息及び配当金 32 29 2 

２　その他 83 58 24 

Ⅴ 営業外費用 123 0.1 90 0.1 32 35.5 

１　支払利息 5 59 △54 

２　その他 117 31 86 

　　経常利益 5,522 4.5 5,928 4.5 △405 △6.8 

Ⅵ 特別利益 85 0.1 161 0.1 △76 △47.0 

１　投資有価証券売却益 40 161 △121 

２　固定資産売却益 45 － 45 

Ⅶ 特別損失 2,952 2.4 2,377 1.8 575 24.2 

１　固定資産廃却損 424 371 53 

２　製品補償損失 2,268 1,100 1,168 

３　その他 260 906 △646 

　　税金等調整前
　　当期純利益
　　法人税、住民税
　　及び事業税

　　法人税等調整額 △1,519 △1.2 1,427 1.0 △2,946 － 

　　当期純利益 1,720 1.4 2,186 1.7 △466 △21.3 

2,356 － 2,455 98 2.0 0.1 

△1,056 △28.5 

増　減

2,655 2.2 3,712 2.8 

科　　　目

当連結会計年度 前連結会計年度

　至　平成18年3月31日） 　  至　平成17年3月31日）

 （自　平成17年4月  1日   （自　平成16年4月  1日
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（３）連結剰余金計算書
(単位:百万円)

当連結会計年度 前連結会計年度

（自　平成17年4月  1日 （自　平成16年4月  1日

   至　平成18年3月31日）    至　平成17年3月31日）

（資本剰余金の部）

Ⅰ 資本剰余金期首残高 12,345 12,345 － 

Ⅱ 資本剰余金期末残高 12,345 12,345 － 

（利益剰余金の部）

Ⅰ 利益剰余金期首残高 29,591 27,404 2,186 

Ⅱ 利益剰余金増加高

　 当期純利益 1,720 1,720 2,186 2,186 △466 △466 

Ⅲ 利益剰余金減少高

   配当金 181 181 － － 181 181 

Ⅳ 利益剰余金期末残高 31,130 29,591 1,538 

増　減  科　　　目  
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)

当連結会計年度 前連結会計年度
  （自　平成17年4月  1日   （自　平成16年4月  1日

    至　平成18年3月31日）     至　平成17年3月31日）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 2,655 3,712 △1,056 

減価償却費 7,487 6,495 992 

貸倒引当金の増減額(減少：△) △3 △59 56 

製品保証引当金の増減額(減少：△) 1,107 2,089 △982 

退職給付引当金の増減額(減少：△) △274 90 △365 

役員退職慰労引当金の増減額(減少：△) △30 41 △72 

受取利息及び配当金 △32 △29 △2 

支払利息 5 59 △54 

固定資産売却益 △45 － △45 

固定資産廃却損 424 371 53 

有価証券及び投資有価証券売却益 △40 △161 121 

有価証券及び投資有価証券売却損 － 7 △7 

売上債権の増減額(増加：△) 2,788 △3,405 6,193 

たな卸資産の増減額(増加：△) △252 △601 349 

仕入債務の増減額(減少：△) △4,120 2,603 △6,724 

未払費用の増減額(減少：△) 1,537 △214 1,752 

未払消費税等の増減額(減少：△) 118 408 △290 

その他の増減額 515 △305 821 

小　　　計 11,841 11,102 738 

利息及び配当金の受取額 32 29 2 

利息の支払額 △5 △78 73 

法人税等の支払額 △149 14 △163 

営業活動によるキャッシュ・フロー 11,718 11,068 650 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却による収入 30 30 0 

有形固定資産の取得による支出 △8,986 △14,532 5,546 

有形固定資産の売却による収入 666 64 601 

投資有価証券の売却による収入 53 201 △148 

33 － 33 

貸付金の回収による収入 0 3 △3 

その他投資等の増減額(増加：△) △8 △117 109 

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,211 △14,349 6,138 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金純増減額(減少：△) △3,330 5,860 △9,190 

長期借入金の返済による支出 － △551 551 

社債の償還による支出 － △2,200 2,200 

配当金の支払 △181 － △181 

自己株式の取得による支出 △8 △4 △3 

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,519 3,103 △6,623 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額(減少：△) △11 △177 165 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 1,914 2,091 △177 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 1,902 1,914 △11 

科　　　目 増　減

連結範囲の変更を伴う子会社株式
譲渡による収入
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

１．連結の範囲に関する事項

 (1)連結子会社　　　  ５社　　愛知機工株式会社、伸和精工株式会社　ほか３社

 (2)非連結子会社　 　１社　　エーケーノースアメリカコーポレーション　

２．持分法の適用に関する事項

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

４．会計処理基準に関する事項

 (1)重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券                                                                   

その他有価証券

　時価のあるもの 決算期末日の市場価格等に基づく時価法

　　(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は主として移動平均法により算定)

　時価のないもの 主として移動平均法による原価法

②たな卸資産     主として先入先出法による低価法

 (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産      

主として耐用年数を見積耐用年数、残存価額を実質的残存価額とする定額法

②無形固定資産      定額法

ただし、

自社利用のソフトウェア    社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法

 (3)重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

②製品保証引当金

なお、株式会社白鳥については、株式譲渡により当連結会計年度から連結の範囲より除外しております

が、当中間連結会計期間までの損益計算書については連結しております。 

上記子会社は小規模会社であり､総資産、売上高、持分相当額純損益及び持分相当額利益剰余金等は

連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないので、連結の範囲より除外しております。 

非連結子会社については、連結純損益及び連結利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体と

しても重要性に乏しいため、この会社に対する投資については、持分法を適用せず原価法により評価し

ております。 

連結子会社のうち、決算日が連結決算日(3月31日)と異なる子会社は、愛知機械テクノシステム株式会社

ほか2社あり、すべて12月31日が決算日であります。連結財務諸表の作成に当たっては同決算日現在の

財務諸表を使用しております。 

上記に記載した3社については、連結決算日との間に生じた重要な取引について調整を行った上で連結し

ております。 

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 

製品のクレーム費用の支出に備えるため、過去の実績を基礎に翌期以降保証期間内の費用見積額

を計上しております。 
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③退職給付引当金

④役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に充てるため、内規に基づく必要額を計上しております。

 (4)重要なリ－ス取引の処理方法

リ－ス物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リ－ス取引については、

通常の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す。

 (5)その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時価評価法によっております。

６．連結調整勘定の償却に関する事項

連結調整勘定は、その額が僅少なため発生時に一時償却しております。

７．利益処分項目等の取扱いに関する事項

連結剰余金計算書は、当連結会計年度中に確定した利益処分に基づいて作成しております。

８．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

会計処理の方法の変更

 固定資産の減損に係る会計基準

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込

み額に基づき計上しております。 

なお、会計基準変更時差異（1,092百万円）については、主として15年による按分額を当該年数にわ

たって費用の減額処理をしております。 

過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ

り費用処理しております。 

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理すること

としております。 

連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許資金、随時引出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から

3 ヶ月以内に償還日の到来する短期投資からなっております。 

当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に

関する意見書」（企業会計審議会 平成14年8月9日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第6号 平成15年10月31日）を適用しております。これによる損益に与

える影響はありません。 
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注記事項

（連結貸借対照表関係）
当連結会計年度末 前連結会計年度末 増　減

百万円 百万円 百万円

１．有形固定資産の減価償却累計額 119,577       119,539       38       

２．保証債務残高 515       621       △106       

３．受取手形裏書譲渡高            － 15       △15       

４．売掛債権譲渡高 725                  － 725       

（連結損益計算書関係）
当連結会計年度 前連結会計年度 増　減

百万円 百万円 百万円

研究開発費の総額

一般管理費及び当期製造費用に含まれる

研究開発費 34       36       △2       

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）
１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

当連結会計年度末 前連結会計年度末 増　減

百万円 百万円 百万円

現金及び預金勘定 173       425       △252       
預入期間が３ヶ月を超える定期預金            － △33       33       
有価証券勘定 59       89       △29       
預け金勘定 1,670       1,463       207       
株式及び償還期間が３ヶ月を超える有価証券            － △30       30       
現金及び現金同等物 1,902       1,914       △11       
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（リース取引関係）
ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。

（退職給付関係）
記載が可能になり次第「決算発表資料の追加」として開示いたします。

（税効果会計関係）
記載が可能になり次第「決算発表資料の追加」として開示いたします。

(有価証券関係）

当連結会計年度

１．その他有価証券で時価のあるもの（平成18年3月31日)

(連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの） （単位：百万円）

種　類 取得原価 連結貸借対照表計上額 差　額

その他 49 49 0 

(連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの） （単位：百万円）

種　類 取得原価 連結貸借対照表計上額 差　額

その他 10 10 －

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成17年4月1日　　至　平成18年3月31日）

（単位：百万円）

53 40 －

３．時価評価されていない有価証券の主な内容及び連結貸借対照表計上額（平成18年3月31日)

その他有価証券 　

非上場株式 1,303 百万円

売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
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前連結会計年度

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの（平成17年3月31日)

（時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの） （単位：百万円）

種　類 連結貸借対照表計上額 時　価 差　額

社債 30 30 0 

２．その他有価証券で時価のあるもの（平成17年3月31日)

(連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの） （単位：百万円）

種　類 取得原価 連結貸借対照表計上額 差　額

(1) 株式 12 45 33 

(2) その他 48 49 0 

合　　計 61 94 33 

(連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの） （単位：百万円）

種　類 取得原価 連結貸借対照表計上額 差　額

その他 10 10 －

３．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成16年4月1日　　至　平成17年3月31日）

（単位：百万円）

202 161 7 

４．時価評価されていない有価証券の主な内容及び連結貸借対照表計上額（平成17年3月31日)

その他有価証券 　

非上場株式 1,303 百万円

５．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額（平成17年3月

　　 31日）

（単位：百万円）

種　　類 １年以内 １年超５年以内

社債 30 －

(デリバティブ取引関係）
当連結会計年度（自 平成17年4月1日　至 平成18年3月31日)及び前連結会計年度（自 平成16年4月1日  

至 平成17年3月31日)

当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。

売　却　額 売却益の合計額 売却損の合計額
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（セグメント情報）

１．事業の種類別セグメント情報

当連結会計年度（自 平成17年4月1日　至 平成18年3月31日)

前連結会計年度（自 平成16年4月1日  至 平成17年3月31日)

２．所在地別セグメント情報

当連結会計年度（自 平成17年4月1日　至 平成18年3月31日)及び前連結会計年度（自 平成16年4月1日  

至 平成17年3月31日)

当社グループには、本国以外の区分に属する国又は地域に所在する連結子会社及び支店がないため、

該当事項はありません。

３．海外売上高

当連結会計年度（自 平成17年4月1日　至 平成18年3月31日)及び前連結会計年度（自 平成16年4月1日  

至 平成17年3月31日)

海外売上高が、いずれも連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

当社グループの主要な事業は、エンジン、マニュアルトランスミッション及び自動車部分品の製造・販売で

あり、自動車関連事業の売上高及び営業利益は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の

合計額に占める割合がいずれも 90％超であるため、その記載を省略しております。 

当社グループの主要な事業は、エンジン、マニュアルトランスミッション、ＣＶＴ及び自動車部分品の製造・

販売であり、自動車関連事業の売上高及び営業利益は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の

金額の合計額に占める割合がいずれも 90％超であるため、その記載を省略しております。 

16



５．連結製品別売上高の内訳

（自　平成17年4月  1日 （自　平成16年4月  1日

    至　平成18年3月31日）    至　平成17年3月31日）

台　数 金　額 台　数 金　額 台　数 金　額

台 百万円 台 百万円 台 百万円 ％

エ ン ジ ン 556,748 57,642 523,729 54,340 33,019 3,302 6.1 

マニュアルトランス
ミ ッ シ ョ ン

455,583 25,622 546,488 31,636 △90,905 △6,013 △19.0 

自動車部分品ほか － 39,734 － 44,546 － △4,811 △10.8 

合　計 － 123,000 － 130,523 － △7,522 △5.8 

区　分 増減率

当連結会計年度 前連結会計年度
増　減
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６．関連当事者との取引

当連結会計年度（自 平成17年4月1日　至 平成18年3月31日）

(1) 親会社及び法人主要株主等
議決権等

属性 名称 住所 資本金 事業の内容 の被所有 役員の 事業上 取引金額 科目 期末残高

(百万円) 割合(％) 兼任等 の関係 (百万円) (百万円)

部品の
販売

108,676 売掛金 18,482

買掛金 2,472

未払費用 94

（注）１　上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
　　　２　取引条件ないし取引条件の決定方針等
          (1)製品の販売については、当社から提示した見積価格、現行製品の市場価格から算定した価格を基に、
              検討、交渉の上、一般的取引条件により決定しております。
          (2)部品の購入については、日産自動車(株)から提示された価格を基に、毎期交渉の上、決定しております。

(2)兄弟会社等
議決権等
の所有

（被所有)
(百万円) 割合(％) (百万円) (百万円)

　　　取引条件ないし取引条件の決定方針等
　　　　　一般の短期資金の借入で市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

前連結会計年度（自 平成16年4月1日　至 平成17年3月31日）

(1) 親会社及び法人主要株主等
議決権等

属性 名称 住所 資本金 事業の内容 の被所有 役員の 事業上 取引金額 科目 期末残高

(百万円) 割合(％) 兼任等 の関係 (百万円) (百万円)

部品の
販売

105,617 売掛金 19,019

買掛金 3,336

未払金 18

未払費用 147

（注）１　上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
　　　２　取引条件ないし取引条件の決定方針等
          (1)製品の販売については、当社から提示した見積価格、現行製品の市場価格から算定した価格を基に、
              検討、交渉の上、一般的取引条件により決定しております。
          (2)部品の購入については、日産自動車(株)から提示された価格を基に、毎期交渉の上、決定しております。

(2)兄弟会社等
議決権等
の所有

（被所有)
(百万円) 割合(％) (百万円) (百万円)

　　　取引条件ないし取引条件の決定方針等
　　　　　一般の短期資金の借入で市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

期末残高

取引金額 科目 期末残高

3,220

属性 名称 住所 資本金 事業の内容 役員の
兼任等

事業上
の関係

事業の内容 役員の
兼任等

事業上
の関係

関係内容

属性 名称 住所 資本金

26,404

取引の内容

関係内容

営業
取引

部品等
の購入

兼任1名
転籍7名

エンジン及
びマニュア
ル ト ラ ン ス
ミッションの
受託製造販
売並びに自
動車部分品
製 造 販 売

親会社 日産自動車㈱
横浜市

神奈川区

自動車及び
部品等の製
造 販 売

605,813

2,491
資金の
借入

関係内容

なし なし
金融業及び
経理業務

代行

資金の
借入・運用

営業取
引以外
の取引

取引の内容

直接41.7

親会社の
子会社

3,220
短期借入
金

親会社の
子会社

日産ﾌｧｲﾅﾝｽ㈱
東京都
港区

取引の内容 取引金額 科目

親会社 日産自動車㈱
横浜市

神奈川区
605,813

取引の内容

営業
取引 部品等

の購入

エンジン及
びマニュア
ル ト ラ ン ス
ミッションの
受託製造販
売並びに自
動車部分品
製 造 販 売

日産ﾌｧｲﾅﾝｽ㈱
東京都
港区

2,491
短期借入
金

6,550
営業取
引以外
の取引

資金の
借入

6,550

32,848

金融業及び
経理業務

代行
なし なし

資金の
借入・運用

自動車及び
部品等の製
造 販 売

直接41.7
兼任1名
転籍7名

関係内容
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