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１．平成18年９月中間期の連結業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日）

(1）連結経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月中間期 91,870 (　 5.2) 3,550 (△ 7.0) 3,832 (△ 7.7)

17年９月中間期 87,333 (　11.3) 3,817 (　 8.4) 4,150 (　 8.4)

18年３月期 180,713 7,403 8,116

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年９月中間期 2,236 (△32.9) 151 16 －  

17年９月中間期 3,334 (  50.0) 225 29 －  

18年３月期 5,731 384 63   

（注）1.持分法投資損益 18年９月中間期  128百万円 17年９月中間期 124百万円 18年３月期    270百万円
2.期中平均株式数（連結）18年９月中間期 14,798,620株 17年９月中間期14,798,620株 18年３月期 14,798,620株
3.会計処理の方法の変更 無
4.売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

(2）連結財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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

18年９月中間期 79,926 34,737 41.2 2,225 09

17年９月中間期 71,912 27,553 38.3 1,861 90

18年３月期 76,710 30,644 39.9 2,068 12

（注）期末発行済株式数（連結） 18年９月中間期14,798,620株 17年９月中間期14,798,620株 18年３月期14,798,620株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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

百万円 百万円 百万円 百万円

18年９月中間期 4,853 △5,504 804 4,520

17年９月中間期 2,385 △5,455 766 5,605

18年３月期 5,528 △10,313 921 4,320

(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     15社  持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 １社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  
連結（新規） １社 （除外）   －社  持分法（新規） －社 （除外）   １社  

２．平成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

百万円 百万円 百万円

通　期 191,000 8,500 5,000

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　 337円86銭
※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
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１．企業集団の状況

　（注）※１．連結子会社（15社）

※２．関連会社で持分法適用会社（１社）

※３．ユーワイエス・リミテッドの持株会社

※４．平成18年８月25日に、タタ・ユタカ・オートコンプ・リミテッドを当社の100％出資子会社としておりま

す。

なお、平成18年10月６日に社名を、ユタカ・オートパーツ・プーネ・リミテッドと変更しております。
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２．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社は、基本理念の「人間尊重」に基づき、「わたしたちは、世界的な視野に立ち、豊かな創造力で、常にお客様

に満足して頂ける魅力ある商品を供給することに全力を尽くす」という社是を実践することにより、社会に貢献して

まいります。

(2）会社の利益配分に関する基本方針

　株主の皆様への利益還元を経営の重要課題の一つとして認識し、企業体質の一層の強化及び今後の事業展開に備え

るための内部留保の充実などを勘案し、安定的な配当の継続を業績に応じて行うことを基本方針としております。

　この基本方針に基づき、今後の業績等を検討した結果、中間の配当金は、期初に発表したとおり１株当たり２円増

配し15円とすることを決定しました。また、当期の期末配当金についても１株当たり２円増配し15円とし、中間配当

金を含めた年間配当金は、１株当たり30円とする予定であります。

　内部留保資金につきましては、事業拡大のための投資及び出資に充当するとともに業績の向上に努め、財務体質の

強化を図ってまいる所存であります。

(3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　当社は、株式投資単位の引下げが個人投資家層の参加を促し、株式流通の活性化を図るための有効な方法の一つで

あると認識しており、平成17年７月１日付けをもって、ジャスダック証券取引所における売買単位も1,000株から100

株に変更しております。

(4）中長期的な会社の経営戦略

　当社グループ（当社及び当社の連結子会社）は、平成17年４月よりスタートした第９次中期事業計画（平成20年３

月期迄）において、ワールドワイドに拠点展開をしている強みを生かし、開発生産技術力の強化、コスト競争力の確

保そしてグローバル展開の加速を基本方針に掲げ、以下の３つの軸をもとに諸施策の展開をしております。

・ゆるぎない企業基盤の確立。

・ライバルを一歩リードする生産体質づくり。

・ワールドワイドで更なる飛躍。

(5）会社の対処すべき課題

　今後の世界経済は、国際情勢の不透明感等からくる景気減退予測もあり、全体的には厳しい経済環境に移るものと

思われます。従いまして、自動車部品業界においても、競争がより厳しくなることが予測されます。このような見通

しのなかでも当社グループは、グローバルでの存在価値を高めるべく、競合他社よりも、競争力のある確固とした開

発・生産基盤を構築することと、国内のマザー力強化及び海外の体質強化が課題と認識しております。そのために、

主幹部品である排気系部品、駆動系部品及び制動系部品を三本柱と位置付け、経営資源を集中してまいります。また

需要のある所で生産し、一貫加工体制で、お客様に安定供給が出来るよう推進してまいります。

(6）親会社等に関する事項

①　親会社等の商号等

親会社等 属性

親会社等の

議決権所有

割合（％）

親会社等が発行する株券が上場されている証

券取引所等

本田技研工業株式会社 親会社 69.9

東京・大阪・名古屋・福岡・札幌・ニューヨー

ク・ロンドン・ユーロネクスト（パリ）・ス

イス各証券取引所

②　親会社等の企業グループにおける当社の位置付け、その他の当社と親会社等との関係

　当社は、親会社等である本田技研工業株式会社の連結子会社です。自動車部品の製造及び販売を行っており、同

社とは継続的かつ安定した取引上の関係にあります。

　当社は、親会社等とは資本関係や取引面において緊密な関係にありますが、上場会社として、事業活動や経営判

断において、自主経営を基本とした展開を継続して行っており、事業運営面においての一定の独立性は確保してお

ります。また、親会社のキャッシュ・マネジメント・システムに基づき借入ををしております。返済期限、担保提

供はありません。

　なお、当社の夏目文雄監査役（非常勤）は、本田技研工業株式会社の業務監査室主幹を兼任しております。また、

製品開発部門、生産・物流領域プロジェクト及びシステム開発部門の体制強化を目的に、当社依頼により3名の出向
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者を受け入れております。

　

(8）内部管理体制の整備・運用状況

①　内部管理体制の整備の状況

　平成17年４月に新設した業務監査室が主となり、委嘱発令された各実務部門の責任者で構成された社内監査人と

で、業務監査を実施することにより、業務の効率性と健全性のチェック及び内部統制機能の向上を図っております。

②　内部管理体制の充実に向けた取組みの実施状況

会計監査 会社の会計記録が経理規程等に準拠して正確に処理され、各種資産の管理・保全が適切に行われ

ているかについて、会計監査人及び監査役と連携し監査を実施しております。

業務監査 会社の業務活動が法令・定款及び規程に準拠し、経営目的達成のため合理的・効果的に運営され

ているかについて当社グループ全部門に対して、業務監査を実施しております。
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３．経営成績及び財政状態
(1）当中間期の概況

　当中間期における世界経済は、米国では引き続き個人消費の増加が続きました。また、アジアでは中国を中心に依

然景気の拡大が続いております。

　一方我が国経済は、企業の設備投資や個人消費が緩やかに増加するなど景気は回復基調が続きましたが、原油や原

材料の価格高騰などの影響がありました。

　このような事業環境のもとで、当社グループの当中間期の売上高は918億7千万円（前中間期比5.2％増）、営業利益

35億5千万円（前中間期比7.0％減）、経常利益38億3千2百万円（前中間期比7.7％減）、当期純利益22億3千6百万円

（前中間期比32.9％減）となりました。なお、前中間期においては、ホンダ厚生年金基金代行部分の過去分返上益を

9億8千4百万円計上しております。

　売上高を事業の種類別に見ますと自動車部品四輪は808億2千3百万円（前中間期比9.9％増）、自動車部品二輪は63

億2千4百万円（前中間期比2.1％減）、汎用製品組立及び汎用部品は46億2千7百万円（前中間期比36.8％減）、その他

は9千5百万円となっております。

　所在地別セグメントの状況につきましては、日本では、売上高436億1千万円（前中間期比0.1％増）、営業利益10億

8千3百万円（前中間期比33.4％減）売上高は前中間期とほぼ同等のなか、材料費増ならびに将来に向けた研究開発費

用の増加等により減益となりました。

　生産面では、今年２月に完成した埼玉県比企郡の嵐山製作所に続き、三重県津市に排気系部品の一貫生産とフレキ

シブルな生産体質改革ラインの構築を目指した新工場、三重製作所を平成19年4月完成予定で建設中であります。この

三重製作所の完成により、三重県鈴鹿市の鈴鹿製作所は閉鎖を予定しております。この閉鎖に伴い、鈴鹿製作所の建

物他に対し1億9千6百万円の減損損失を計上いたしました。

　また、開発面では、栃木県さくら市と静岡県浜松市の２ヶ所の研究所を、お客様との連携強化と更なる開発の効率

アップを図る目的で、栃木県さくら市の栃木技術研究所に今年10月1日をもちまして統合いたしました。

　北米では、売上高339億2千9百万円（前中間期比11.6％増）、営業利益15億9千8百万円（前中間期比7.9％増）と増

量効果と原価改善により増益となりました。当社の生産子会社カーディントン・ユタカ・テクノロジーズ・インコー

ポレーテッドでは、今年６月新機種排気系部品の新生産ラインが稼動を開始いたしました。更に、生産体質の改革を

目指した四輪トルクコンバータ新生産ラインの立ち上がり準備を進めております。

　その他の地域では、売上高143億3千万円（前中間期比7.2％増）、営業利益9億5千9百万円（前中間期比24.4％増）

と好調な販売をうけ増収増益となりました。当社の主力部品であります四輪排気系部品の生産子会社で、中国武漢市

にあります武漢金豊汽配有限公司では、昨年より建設をしておりました建物が完成し、今年８月より稼動を開始いた

しました。また、タイの生産子会社ワイエス・テック（タイランド）カンパニー・リミテッドでは、今年８月プレス

マシンの本格稼動により、四輪トルクコンバータの一貫生産が開始いたしました。更に、新規部品であります四輪排

気系部品の生産を開始いたしました。一方、自動車市場が近年急成長を遂げているインドにおいては、今年８月にユ

タカ・オートパーツ・プーネ・リミテッド（旧社名タタ・ユタカ・オートコンプ・リミテッド）を、ビジネススピー

ドの迅速化を図るために100％の子会社としました。更に、インド市場の拡大に伴いデリー近郊に新会社を設立するこ

とを、今年10月25日に決定いたしました。また、同日ブラジルの100％子会社ユタカ・ド・ブラジル・リミターダの新

工場の建設も決定いたしました。

(2）通期の見通し

　今後の我が国経済は、設備投資や個人消費が引き続き緩やかに増加すると思われます。また、米国およびアジアで

も緩やかな経済成長が続くものと思われますが、国内外で原油や原材料等の値上げが懸念されるなど不透明な状況に

あります。

　このようななか、当社グループの通期の見通しは、売上高は全体として前期に対して増収の予測であります。また、

経常利益は海外新拠点の立ち上がり費用、及び研究開発費用の増加はありますが、増量効果と生産体質改革の効果に

より増益の予測であります。

　通期業績見通しにつきましては、連結ベースでは売上高1,910億円（前期比5.7％増）、経常利益85億円（前期比

4.7％増）、当期純利益50億円（前期比12.8％減）の予定であります。
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(3）キャッシュ・フローの状況

　当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、期首に比べ2億円増加

し、当中間連結会計期間末には45億2千万円（前中間期比19.3％減）となりました。。

　各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は、48億5千3百万円（前中間期比103.5％増）となりました。これは税金等調整前

中間純利益が、35億8千万円（前中間期比31.3％減）と減少したものの、減価償却費や仕入債務等が増加したこと

によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は、55億4百万円（前中間期比0.9％増）となりました。投資の内容は、提出会社

の生産体質改革をめざした新工場、また開発体制の強化をめざした開発部門の統合による新家屋、更には新機種

投資による支出等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）

　財務活動として調達した資金は、前中間期末に比べ3千7百万円増加し8億4百万円となりました。これは主に短

期資金の借入による増加であります。

キャッシュ・フロー指標

前中間期 当中間期 前期

自己資本比率 38.3％ 41.2％ 39.9％

時価ベースの自己資本比率 64.8％ 57.4％ 83.3％

債務償還年数 2.8年 3.2年 2.5年

インタレスト・カバレッジ・レシオ 23.0 30.7 22.9

自己資本比率：（純資産－少数株主持分）／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

中間期における債務償還年数：有利子負債／（営業キャッシュ・フロー×２）

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

※いずれも連結ベースの財務諸表により計算しています。

※営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを利用してい

ます。

有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としています。

－ 6 －



(4）事業等のリスク

①　市場環境の変化

　当社グループは、日本、北米、欧州およびアジアを含む世界各国で事業を展開しておりますので、これら市場の

経済低迷が当社グループの業績に悪影響を与える可能性があります。更には、当社グループの売上は90％以上が本

田技研工業株式会社グループに依存していますので、その販売状況の変化が当社グループの業績に大きく影響する

可能性があります。

②　為替変動

　当社グループは、複数の国々にある海外拠点間で四輪車、二輪車他の部品を輸出入しています。為替レートの変

動は、当社グループの経営成績及び財政状態、また、競争力にも影響し、長期的に当社グループの業績に影響しま

す。さらに、為替変動は、外貨建で当社グループが販売する部品または製品の価格設定および購入する原材料の価

格に影響します。特に日本からの売上は、米ドルに対して円高になると当社グループの業績に悪影響を与える可能

性があります。

③　二輪車及び四輪車業界に係る環境並びにその他の規制

　排気ガス排出レベル、燃費、騒音、安全性及び製造工場からの汚染物質排出レベルに関して、二輪車および四輪

車業界は、広範に規制されています。これらの規制は、改正される可能性があり、多くの場合、規制は強化され、

当社グループはこれに対して製品開発の対応が必要となります。これらの規制の動向は、当社グループの事業活動

に対して大きな影響を及ぼす可能性があります。

④　知的財産の保護

　当社グループは、長年にわたり、自社が製造する製品に関連する多数の特許を保有、もしくはその権利を取得し

ています。これらの特許は、当社グループのこれまでの事業の成長にとって重要だったものであり、その重要性は

今後も変わりません。当社グループは、単一の特許または関連する複数の特許に依存しているとは考えていません

が、このような知的財産が広範囲にわたって保護出来ないこと、あるいは広範囲にわたり当社グループの知的財産

権が違法に侵害されることによって当社グループの事業活動に影響を及ぼす可能性があります。

⑤　特定の原材料および部品の外部事業者への依存

　当社グループは、多数の外部の取引先から原材料及び部品を購入していますが、一部の取引先に依存しているも

のもあります。効率的に、かつ安いコストで供給を受け続けられるかどうかは、当社グループがコントロール出来

ないものも含めて、多くの要因に影響を受けます。とりわけ、主要な取引先を失うことは、当社グループの生産に

影響を与え、コストを増加させる可能性があります。

⑥　世界各国での事業展開

　当社グループは、世界各国において事業を展開しており、いくつかの国においては、各国の法律上、及びその他

の要件により合弁で事業を行っています。これらの世界各国における事業は、各国の法律上の規制などさまざまな

要件に従って行っており、これらに変化があった場合は当社グループの事業、財政状態及び経営成績に悪影響を与

える可能性があります。また、合弁先の経営方針、経営環境などの変化があった場合も、同様の影響を受ける可能

性があります。

⑦　災害・戦争・テロ・ストライキ等の影響

　当社グループは、世界各国において事業を展開しており、それらの事業は自然災害、疾病、戦争、テロ、ストラ

イキ等に影響されやすく、これらの事象が発生した地域においては、原材料や部品の購入、生産及び物流などに遅

延や停止が生じる可能性があります。これらの遅延や停止が起こり、それが長引くようであれば、当社グループの

事業、財政状態および経営成績に悪影響を与える可能性があります。
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４．中間連結財務諸表等
(1）中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 5,843 4,923 4,542

２．受取手形及び売
掛金

20,719 20,935 20,889

３．たな卸資産 9,844 11,428 11,154

４．繰延税金資産 736 872 922

５．その他 ※４ 1,799 1,774 3,168

流動資産合計 38,943 54.2 39,934 50.0 40,678 53.0

Ⅱ　固定資産

(1）有形固定資産 ※1、2

１．建物及び構築
物

7,324 9,765 9,215

２．機械装置及び
運搬具

15,371 15,654 15,502

３．工具、器具及
び備品

1,580 1,797 1,484

４．土地 3,786 4,043 3,988  

５．建設仮勘定 1,668 29,732 41.3 4,084 35,345 44.2 2,210 32,401 42.2

(2）無形固定資産 387 0.5 740 0.9 618 0.8

(3)投資その他の資
産

１．投資有価証券 1,954 2,133 2,164

２．長期貸付金 74 152 106

３．長期前払費用 － 25 28

３．繰延税金資産 389 531 435

４．その他 448 1,082 296

貸倒引当金 △19 2,848 4.0 △19 3,905 4.9 △19 3,012 4.0

固定資産合計 32,968 45.8 39,992 50.0 36,032 47.0

資産合計 71,912 100.0 79,926 100.0 76,710 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形及び買
掛金

19,492 21,957 21,637

２．短期借入金 9,432 11,498 9,919

３．未払法人税等 1,318 788 1,902

４．賞与引当金 990 998 991

５．その他 7,071 4,734 4,914

流動負債合計 38,305 53.2 39,977 50.0 39,366 51.3

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 3,985 4,088 4,143

２．繰延税金負債 － 570 524

３．退職給付引当金 272 356 301

４．役員退職慰労引
当金

157 157 177

４．その他 452 38 51

固定負債合計 4,868 6.8 5,210 6.5 5,198 6.8

負債合計 43,173 60.0 45,188 56.5 44,564 58.1

（少数株主持分）

少数株主持分 1,185 1.7 － － 1,501 2.0

（資本の部）

Ⅰ　資本金 1,754 2.4 － － 1,754 2.3

Ⅱ　資本剰余金 547 0.8 － － 547 0.7

Ⅲ　利益剰余金 25,773 35.8 － － 27,978 36.4

Ⅳ　その他有価証券評
価差額金

69 0.1 － － 136 0.2

Ⅴ　為替換算調整勘定 △578 △0.8 － － 241 0.3

Ⅵ　自己株式 △12 △0.0 － － △12 △0.0

資本合計 27,553 38.3 － － 30,644 39.9

負債、少数株主持
分及び資本合計

71,912 100.0 － － 76,710 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本        

１　資本金  － － 1,754 2.2 － －

２　資本剰余金  － － 547 0.7 － －

３　利益剰余金  － － 29,990 37.5 － －

４　自己株式  － － △12 △0.0 － －

株主資本合計  － － 32,279 40.4 － －

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券
評価差額金

 － － 92 0.1 － －

２　為替換算調整勘
定

 － － 556 0.7 － －

評価・換算差額等
合計

 － － 648 0.8 － －

Ⅲ　少数株主持分  － － 1,809 2.3 － －

純資産合計  － － 34,737 43.5 － －

負債純資産合計  － － 79,926 100.0 － －
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(2）中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 87,333 100.0 91,870 100.0 180,713 100.0

Ⅱ　売上原価 78,435 89.8 82,420 89.7 162,350 89.8

売上総利益 8,897 10.2 9,449 10.3 18,362 10.2

Ⅲ　販売費及び一般管
理費

※１ 5,080 5.8 5,898 6.4 10,959 6.1

営業利益 3,817 4.4 3,550 3.9 7,403 4.1

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 66 113 159

２．賃貸料 15 3 23

３．為替差益 173 101 492

４．持分法による投
資利益

124 128 270

５．その他 73 453 0.5 159 506 0.6 215 1,162 0.6

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 108 158 247

２．その他 12 120 0.1 66 225 0.2 201 448 0.2

経常利益 4,150 4.8 3,832 4.2 8,116 4.5

Ⅵ　特別利益

１．固定資産売却益 ※２ 6   21   23   

２．厚生年金基金代
行返上益

 1,634 1,640 1.9 － 21 0.0 1,661 1,684 1.0

Ⅶ　特別損失

１．固定資産廃却損 ※３ 24 47 110

２．特別退職金 59 29 59

３．減損損失 ※４ 494 578 0.7 196 273 0.3 494 664 0.4

税金等調整前中
間（当期）純利
益

5,212 6.0 3,580 3.9 9,137 5.1

法人税、住民税
及び事業税

1,221 1,126 2,651

法人税等調整額 481 1,702 2.0 △56 1,070 1.2 362 3,014 1.7

少数株主利益 175 0.2 272 0.3 392 0.2

中間（当期）純
利益

3,334 3.8 2,236 2.4 5,731 3.2
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(3）中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書

 ［中間連結剰余金計算書］

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

前連結会計年度の
連結剰余金計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 547 547

Ⅱ　資本剰余金中間期末（期
末）残高

547 547

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 22,629 22,629

Ⅱ　利益剰余金増加高

１．中間（当期）純利益 3,334 3,334 5,731 5,731

Ⅲ　利益剰余金減少高

１．配当金 163 355

２．役員賞与 27 190 27 382

Ⅳ　利益剰余金中間期末（期
末）残高

25,773 27,978
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［中間連結株主資本等変動計算書］

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金  自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日　残高

（百万円）
1,754 547 27,978 △12 30,267

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）   △192  △192

役員賞与（注）   △32  △32

中間純利益   2,236  2,236

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）　

　　　

     

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
  2,012  2,012

平成18年９月30日　残高

（百万円）
1,754 547 29,990 △12 32,279

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計その他有価証券評価
差額金

為替換算調整勘定
評価・換算差額等合
計

平成18年３月31日　残高

（百万円）
136 241 377 1,501 32,146

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）     △192

役員賞与（注）     △32

中間純利益     2,236

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
△44 315 271 307 579

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
△44 315 271 307 2,591

平成18年９月30日　残高

（百万円）
92 556 648 1,809 34,737

　（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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(4）中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約
連結キャッシュ・フ
ロー計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・
フロー

税金等調整前中間（当
期）純利益

5,212 3,580 9,137

減価償却費 1,973 2,344 4,658

減損損失 494 196 494

連結調整勘定償却額 61 － 123

のれん償却額 － 61 －

貸倒引当金の増減額（減
少：△）

－ 2 0

賞与引当金の増減額（減
少：△）

19 8 17

退職給付引当金の増減額
（減少：△）

137 56 193

役員退職慰労引当金の増
減額（減少：△）

△42 △20 △21

受取利息及び配当金 △66 △113 △159

持分法による投資利益 △124 △128 △270

支払利息 108 158 247

為替差損益（差益：△） △2 △0 △15

有形固定資産売却益 △6 △21 △23

有形固定資産廃却損 24 47 110

厚生年金基金代行返上益 △1,634 － △1,661

特別退職金 59 29 59

売上債権の増減額（増
加：△）

293 223 564

たな卸資産の増減額（増
加：△）

573 △10 △369

仕入債務の増減額（減
少：△）

△2,852 51 △1,277

リース債務の支払額 － － △2,728

役員賞与の支払額 △27 △32 △27

その他 △73 646 △877

小計 4,128 7,080 8,174

利息及び配当金の受取額 76 134 175

利息の支払額 △103 △162 △241

特別退職金の支払額 △59 △29 △59

法人税等の支払額 △1,656 △2,171 △2,519

営業活動によるキャッシュ・
フロー

2,385 4,853 5,528
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前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約
連結キャッシュ・フ
ロー計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・
フロー

定期預金の預入による支
出

△151 △202 △136

定期預金の払戻による収
入

176 30 188

有形固定資産の取得によ
る支出

△5,569 △5,026 △10,513

有形固定資産の売却によ
る収入

13 39 97

連結範囲の変更を伴う関
連会社株式の取得による
支出

－ △300 －

貸付けによる支出 － △73 △5

貸付金の回収による収入 76 29 55

投資活動によるキャッシュ・
フロー

△5,455 △5,504 △10,313

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・
フロー

短期借入金の純増減額
（減少：△）

938 1,361 1,155

長期借入れによる収入 1,739 － 2,203

長期借入金の返済による
支出

△1,774 △340 △2,136

少数株主による出資 50 － 129

配当金の支払額 △163 △192 △355

少数株主への配当金の支
払額

△24 △23 △75

財務活動によるキャッシュ・
フロー

766 804 921
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前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約
連結キャッシュ・フ
ロー計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

73 45 347

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減
額（減少：△）

△2,230 198 △3,515

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

7,835 4,320 7,835

Ⅶ　新規連結による現金等の増
加

－ 1 －

Ⅷ　現金及び現金同等物の中間
期末（期末）残高

5,605 4,520 4,320
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数　　　14社

株式会社スミレックス

カーディントン・ユタカ・テク

ノロジーズ・インコーポレー

テッド

ユタカ・マニファクチャリング

（フィリピンズ）インコーポ

レーテッド

ユージー・フィリピンズ・イン

コーポレーテッド

重慶金豊機械有限公司

ピー・ティー・ユタカ・マニ

ファクチャリング・インドネシ

ア

ユタカギケン（ユーケー）リミ

テッド

サウスキャロライナ・ユタカ・

テクノロジーズ・インコーポ

レーテッド

ユタカ・ド・ブラジル・リミ

ターダ

ワイエス・テック（タイラン

ド）カンパニー・リミテッド

佛山市豊富汽配有限公司

ユーワイエス・リミテッド

佛山優達佳汽配有限公司

武漢金豊汽配有限公司

　なお、武漢金豊汽配有限公司

については、当中間連結会計期

間より、重要性の観点から連結

の範囲に含めております。

(1）連結子会社の数　　　15社

株式会社スミレックス

カーディントン・ユタカ・テク

ノロジーズ・インコーポレー

テッド

ユタカ・マニファクチャリング

（フィリピンズ）インコーポ

レーテッド

ユージー・フィリピンズ・イン

コーポレーテッド

重慶金豊機械有限公司

ピー・ティー・ユタカ・マニ

ファクチャリング・インドネシ

ア

ユタカギケン（ユーケー）リミ

テッド

サウスキャロライナ・ユタカ・

テクノロジーズ・インコーポ

レーテッド

ユタカ・ド・ブラジル・リミ

ターダ

ワイエス・テック（タイラン

ド）カンパニー・リミテッド

佛山市豊富汽配有限公司

ユーワイエス・リミテッド

佛山優達佳汽配有限公司

武漢金豊汽配有限公司

タタ・ユタカ・オートコンプ・

リミテッド

　なお、持分法適用関連会社で

ありましたタタ・ユタカ・オー

トコンプ・リミテッドにつきま

しては、平成18年8月25日に持

分を追加取得したことにより子

会社となったため、当中間連結

会計期間より連結の範囲に含め

ております。

　ただし、支配獲得日を当該会

社の中間決算日(９月末)とみな

しているため、中間連結損益計

算書、中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書については、持分法

を適用しております。

(1）連結子会社の数　　　14社

株式会社スミレックス

カーディントン・ユタカ・テク

ノロジーズ・インコーポレー

テッド

ユタカ・マニファクチャリング

（フィリピンズ）インコーポ

レーテッド

ユージー・フィリピンズ・イン

コーポレーテッド

重慶金豊機械有限公司

ピー・ティー・ユタカ・マニ

ファクチャリング・インドネシ

ア

ユタカギケン（ユーケー）リミ

テッド

サウスキャロライナ・ユタカ・

テクノロジーズ・インコーポ

レーテッド

ユタカ・ド・ブラジル・リミ

ターダ

ワイエス・テック（タイラン

ド）カンパニー・リミテッド

佛山市豊富汽配有限公司

ユーワイエス・リミテッド

佛山優達佳汽配有限公司

武漢金豊汽配有限公司

　なお、武漢金豊汽配有限公司

については、当連結会計年度よ

り重要性の観点から連結の範囲

に含めることといたしました。

２．持分法の適用に関する事

項

(1）持分法適用関連会社の数　２社

新日工業株式会社

タタ・ユタカ・オートコンプ・

リミテッド

(1）持分法適用関連会社の数　１社

新日工業株式会社

(1）持分法適用会社の数　２社

新日工業株式会社

タタ・ユタカ・オートコンプ・

リミテッド
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事項

　連結子会社のうち、ピー・

ティー・ユタカ・マニファクチャリ

ング・インドネシア、重慶金豊機械

有限公司、ユタカ・ド・ブラジル・

リミターダ、ワイエス・テック（タ

イランド）カンパニー・リミテッド、

佛山市豊富汽配有限公司、佛山優達

佳汽配有限公司及び武漢金豊汽配有

限公司の中間決算日は、６月30日で

あります。

　中間連結財務諸表の作成に当たっ

ては、同中間決算日現在の中間財務

諸表を使用しておりますが、中間連

結決算日との間に発生した重要な取

引については、連結上必要な調整を

行っております。

同左 　連結子会社のうち、ピー・

ティー・ユタカ・マニファクチャリ

ング・インドネシア、重慶金豊機械

有限公司、ユタカ・ド・ブラジル・

リミターダ、ワイエス・テック（タ

イランド）カンパニー・リミテッド、

佛山市豊富汽配有限公司、佛山優達

佳汽配有限公司及び武漢金豊汽配有

限公司の決算日は、12月31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

おりますが、連結決算日との間に発

生した重要な取引については、連結

上必要な調整を行っております。

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

(イ)有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　中間決算日の市場価格等に

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、移動平均法によ

り算定）によっております。

(イ)有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

(イ)有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　決算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、移動平均法により算

定）によっております。

時価のないもの

　移動平均法による原価法に

よっております。

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

(ロ)たな卸資産

　総平均法による低価法によって

おります。ただし、在外連結子会

社については、主として先入先出

法による低価法によっております。

(ロ)たな卸資産

同左

(ロ)たな卸資産

同左

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

(イ)有形固定資産

　提出会社及び国内連結子会社は

定率法、在外連結子会社は所在地

国の会計基準に基づく定率法又は

定額法によっております。

(イ)有形固定資産

同左

(イ)有形固定資産

同左

(ロ)無形固定資産

　定額法によっております。

(ロ)無形固定資産

同左

(ロ)無形固定資産

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(3）重要な引当金の計上基

準

(イ)貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備え

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

能性を勘案し、回収不能見込額を

計上しております。

(イ)貸倒引当金

同左

(イ)貸倒引当金

同左

(ロ)賞与引当金

　提出会社及び国内連結子会社は、

従業員に対して支給する賞与に備

えるため、賞与支払予定額のうち、

当中間連結会計期間に属する支給

対象期間に見合う金額を計上して

おります。

(ロ)賞与引当金

同左

(ロ)賞与引当金

　当社及び国内連結子会社は、従

業員に対して支給する賞与に備え

るため、翌連結会計年度支払予定

額のうち、当連結会計年度に属す

る支給対象期間に見合う金額を計

上しております。

────── (ハ)役員賞与引当金

　当社及び国内連結子会社は、役

員賞与の支給に備えて、当連結会

計年度における支給見込額の当中

間連結会計期間負担額を計上して

おります。

(会計方針の変更)

　当中間連結会計期間から「役員

賞与に関する会計基準」（企業会

計基準第４号　企業会計基準委員

会　平成17年11月29日）を適用し

ております。

　なお、当中間連結会計期間末に

おいて、支給見込額を合理的に見

積ることが困難であるため、引当

計上しておりません。

──────

(ハ)退職給付引当金

　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額に基

づき、当中間連結会計期間末にお

いて発生していると認められる額

を計上しております。

　なお、会計基準変更時差異につ

いては、15年による按分額を費用

処理しております。

　過去勤務債務については、その

発生時の従業員の平均残存勤務年

数による按分額を費用処理してお

ります。

　数理計算上の差異については、

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年数による

按分額をそれぞれ発生の翌連結会

計年度から費用処理しております。

(ニ)退職給付引当金

同左

(ハ)退職給付引当金

　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額に基

づき、当連結会計年度末において

発生していると認められる額を計

上しております。

　なお、会計基準変更時差異につ

いては、15年による按分額を費用

処理しております。

　過去勤務債務については、その

発生時の従業員の平均残存勤務年

数による按分額を費用処理してお

ります。

　数理計算上の差異については、

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年数による

按分額をそれぞれ発生の翌連結会

計年度から費用処理しております。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(追加情報)

　当社が加入しているホンダ厚生

年金基金（連合設立型）は、確定

給付企業年金法に基づき、厚生年

金基金の代行部分について、平成

17年７月１日に厚生労働大臣から

過去分返上の認可を受けまし

た。

　当中間連結会計期間における損

益に与えている影響額は、特別利

益1,634百万円です。

────── (追加情報)

　当社が加入しておりましたホン

ダ厚生年金基金（連合設立型）は、

確定給付企業年金法に基づき、厚

生年金基金の代行部分について、

平成17年７月１日に厚生労働大臣

から過去分返上の認可を受け、平

成18年３月９日に国に返還額（最

低責任準備金）の納付を行いまし

た。

これによる当連結会計年度におけ

る損益に与えている影響額は、特

別利益1,661百万円であります。

(ニ)役員退職慰労引当金

　提出会社は、役員に対する退職

慰労金の支払に備えるため、内規

に基づく当中間連結会計期間末要

支給額を計上しております。

(ホ)役員退職慰労引当金

同左

(ニ)役員退職慰労引当金

　当社は、役員に対する退職慰労

金の支払に備えるため、内規に基

づく当連結会計年度末要支給額を

計上しております。

(4）重要なリース取引の処

理方法

　リース物件の所有権が、借主に移

転すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引については、

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。

　なお、在外連結子会社の一部は通

常の売買取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。

同左 同左

(5）その他中間連結財務諸

表（連結財務諸表）作成

のための重要な事項

　消費税等の会計処理は、税抜方式

によっております。

同左 同左

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）にお

ける資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預

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

償還期限の到来する短期投資から

なっております。

同左 同左
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．固定資産の減損に係る会

計基準

　当中間連結会計期間より、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。これにより税金等調整前中間

純利益は、494百万円減少しており

ます。

　なお、減損損失累計額については、

改正後の中間連結財務諸表規則に基

づき各資産の金額から直接控除して

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。

これにより税金等調整前当期純利益

は、494百万円減減少してておりま

す。

　なお、セグメント情報に与える影

響は、当該箇所に記載しておりま

す。

　また、減損損失累計額については、

改正後の連結財務諸表規則に基づき

各資産の金額から直接控除しており

ます。

２．貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準

────── 　当中間連結会計期間より、「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準」（企業会計基準第５号　

平成17年12月９日）及び「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」（企業会計基準

適用指針第８号　平成17年12月９

日）を適用しております。

　これまでの資本の部の合計に相当

する金額は32,928百万円でありま

す。

　なお、当中間連結会計期間におけ

る中間連結貸借対照表の純資産の部

については、中間連結財務諸表規則

の改正に伴い、改正後の中間連結財

務諸表規則により作成しております。

──────
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度末
（平成18年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

    47,466百万円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

  52,907百万円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

   50,348百万円

※２．担保に供している資産及びこれ

に対応する債務は次のとおりであ

ります。

担保に供している資産

建物及び構築

物
   917百万円

機械装置及び

運搬具
503百万円

土地 1,364百万円

計    2,785百万円

　上記物件について工場財団を組

成し、短期借入金10百万円、長期

借入金40百万円の担保に供してお

ります。

※２．担保に供している資産及びこれ

に対応する債務は次のとおりであ

ります。

担保に供している資産

建物及び構築

物
765百万円

機械装置及び

運搬具
   490百万円

土地    1,364百万円

計    2,620百万円

　上記物件について工場財団を組

成し、短期借入金10百万円、長期

借入金30百万円の担保に供してお

ります。

※２．担保に供している資産及びこれ

に対応する債務は次のとおりであ

ります。

担保に供している資産

建物及び構築

物
     941百万円

機械装置及び

運搬具
     505百万円

土地   1,364百万円

計    2,811百万円

　上記物件について工場財団を組

成し、短期借入金10百万円及び長

期借入金35百万円の担保に供して

おります。

　３．偶発債務

　　保証債務

被保証者
保証金額
（百万円）

被保証債務の内容

従業員 115 

本田技研工業㈱の
「ホンダ住宅共済
会」制度による、
提出会社従業員の
住宅資金借入金残
高

タタ・ユ
タカ・
オートコ
ンプ・リ
ミテッド

65 銀行借入金

計 181 －

　３．偶発債務

　　保証債務

被保証者
保証金額
（百万円）

被保証債務の内容

従業員 103 

本田技研工業㈱の
「ホンダ住宅共済
会」制度による、
当社従業員の住宅
資金借入金残高

計 103 －

　３．偶発債務

　　保証債務

被保証者
保証金額
（百万円）

被保証債務の内容

従業員 109 

本田技研工業㈱の
「ホンダ住宅共済
会」制度による、
当社従業員の住宅
資金借入金残高

タタ・ユ
タカ・
オートコ
ンプ・リ
ミテッド

68 銀行借入金

計 178 －

※４．消費税等の表示

　仮払消費税等及び仮受消費税等

は相殺し、その差額は流動資産の

「その他」に含めて表示しており

ます。

※４．消費税等の表示

　同左

※４．　　──────
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１．販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は次のとおりで

あります。

運送費    951百万円

研究開発費    854百万円

従業員給与手

当
 1,312百万円

賞与引当金繰

入額
   144百万円

退職給付費用   74百万円

役員退職慰労

引当金繰入額
  22百万円

※１．販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は次のとおりで

あります。

運送費   1,110百万円

研究開発費    1,083百万円

従業員給与手

当
  1,561百万円

賞与引当金繰

入額
  152百万円

退職給付費用   44百万円

役員退職慰労

引当金繰入額
  21百万円

のれん償却額   61百万円

※１．販売費及び一般管理費のうち主

要な費用及び金額は次のとおりで

あります。

運送費  1,962百万円

研究開発費   1,853百万円

従業員給与手

当
  2,738百万円

賞与引当金繰

入額
   153百万円

退職給付費用    115百万円

役員退職慰労

引当金繰入額
    42百万円

連結調整勘定

償却額
    123百万円

※２．固定資産売却益の内訳は、次の

とおりであります。

機械装置及び

運搬具
  6百万円

※２．固定資産売却益の内訳は、次の

とおりであります。

機械装置及び

運搬具
 21百万円

※２．固定資産売却益の内訳は、次の

とおりであります。

機械装置及び

運搬具
23百万円

※３．固定資産廃却損の内訳は、次の

とおりであります。

建物及び構築

物
 0百万円

機械装置及び

運搬具
  23百万円

工具、器具及

び備品
 0百万円

計   24百万円

※３．固定資産廃却損の内訳は、次の

とおりであります。

建物及び構築

物
  0百万円

機械装置及び

運搬具
    44百万円

工具、器具及

び備品
  1百万円

計   47百万円

※３．固定資産廃却損の内訳は、次の

とおりであります。

建物及び構築

物
  1百万円

機械装置及び

運搬具
  103百万円

工具、器具及

び備品
   5百万円

計    110百万円
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前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※４．減損損失 ※４．減損損失 ※４．減損損失　

　　　当中間連結会計期間において、

以下の資産グループについて減損

損失を計上しました。

 場所 毛呂山製作所（埼玉県入間郡）

用途  種類  減損損失

工場用地  土地  213百万円

工場建屋  建物他  280百万円

  合計  494百万円

　　　当中間連結会計期間において、

以下の資産グループについて減損

損失を計上しました。

 場所 鈴鹿製作所（三重県鈴鹿市）

用途  種類  減損損失

工場建屋  建物他  196百万円

  合計  196百万円

　　　当連結会計年度において、以下

の資産グループについて減損損失

を計上しました。

 場所 毛呂山製作所（埼玉県入間郡）

用途  種類  減損損失

工場用地  土地  213百万円

工場建屋  建物他  280百万円

  合計  494百万円

　　　当社グループは、事業別セグメ

ントを構成する連結会社の事業所

別に資産のグループ化を行い、遊

休資産については、物件単位毎に

グループ化を行っております。

　平成17年５月30日開催の取締役

会において、毛呂山製作所を嵐山

製作所に移転し、毛呂山製作所の

土地、建物については、設備移管

後に売却することが決議されまし

た。

　このため、当中間連結会計期間

において、毛呂山製作所の土地、

建物について、帳簿価額を回収可

能価額まで減額し、当該減少額を

減損損失として特別損失に計上し

ております。

　なお、回収可能価額については、

正味売却価額（固定資産税評価額

を合理的に調整した価額）により

算定しております。

　　　当社グループは、事業別セグメ

ントを構成する連結会社の事業所

別に資産のグループ化を行い、遊

休資産については、物件単位毎に

グループ化を行っております。

　平成18年４月27日の取締役会決

議に基づき、三重県津市に新工場

（三重製作所）を建設し、鈴鹿製

作所を閉鎖・移転することとなり

ました。

　このため、当中間連結会計期間

において、鈴鹿製作所の建物他に

ついて、帳簿価額を回収可能価額

まで減額し、当該減少額を減損損

失として特別損失に計上しており

ます。

　なお、回収可能価額については、

正味売却価額（固定資産税評価額

を合理的に調整した価額）により

算定しております。

　　　当社グループは、事業別セグメ

ントを構成する連結会社の事業所

別に資産のグループ化を行い、遊

休資産については、物件単位毎に

グループ化を行っております。

　平成17年５月30日開催の取締役

会において、毛呂山製作所を嵐山

製作所に移転し、毛呂山製作所の

土地、建物については、設備移管

後に売却することが決議されまし

た。

　このため、当連結会計年度にお

いて、毛呂山製作所の土地、建物

について、帳簿価額を回収可能価

額まで減額し、当該減少額を減損

損失として特別損失に計上してお

ります。

　なお、回収可能価額については、

正味売却価額（固定資産税評価額

を合理的に調整した価額）により

算定しております。

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係

（平成17年９月30日現在）

現金及び預金 5,843百万円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
 △238百万円

現金及び現金同等物 5,605百万円

現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係

（平成18年９月30日現在）

現金及び預金   4,923百万円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
△402百万円

現金及び現金同等物   4,520百万円

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

（平成18年３月31日現在）

現金及び預金    4,542百万円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
  △222百万円

現金及び現金同等物   4,320百万円
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（リース取引）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．リー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・リース取引

１．リー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・リース取引

１．リー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・リース取引

（１）リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期末

残高相当額

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

中間期
末残高
相当額
(百万円)

工具、器具及
び備品

365 208 156

その他 145 65 79

合計 510 274 236

（注）取得価額相当額は、未経過リー

ス料中間期末残高が有形固定資

産の中間期末残高等に占める割

合が低いため、支払利子込み法

により算定しております。

（１）リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期末

残高相当額

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

中間期
末残高
相当額
(百万円)

工具、器具及
び備品

404 239 164

その他 187 93 94

合計 592 333 259

（注）　　　　 同左

（１）リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末残高

相当額

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

期末残
高相当
額
(百万円)

工具、器具及
び備品

459 264 194

その他 202 100 101

合計 661 365 296

（注）取得価額相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の

期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により算

定しております。

（２）未経過リース料中間期末残高相

当額

（２）未経過リース料中間期末残高相

当額

（２）未経過リース料期末残高相当額

１年内    109百万円

１年超    126百万円

合計    236百万円

（注）未経過リース料中間期末残高相

当額は、未経過リース料中間期

末残高が有形固定資産の中間期

末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定

しております。

１年内   103百万円

１年超  155百万円

合計   259百万円

（注）　　　　 同左

１年内    120百万円

１年超    176百万円

合計    296百万円

（注）未経過リース料期末残高相当額

は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子

込み法により算定しております。

（３）支払リース料及び減価償却費相

当額

（３）支払リース料及び減価償却費相

当額

（３）支払リース料及び減価償却費相

当額

支払リース料     60百万円

減価償却費相当

額
    60百万円

支払リース料     66百万円

減価償却費相当

額
    66百万円

支払リース料 127百万円

減価償却費相当

額
   127百万円

（４）減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法によっており

ます。

（４）減価償却費相当額の算定方法

同左

（４）減価償却費相当額の算定方法

同左

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内   6百万円

１年超    14百万円

合計   20百万円

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内  25百万円

１年超    26百万円

合計   52百万円

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 9百万円

１年超    16百万円

合計   26百万円
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（有価証券）

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日）

時価評価されていない主な有価証券の内容

中間連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券

非上場株式 1

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日）

時価評価されていない主な有価証券の内容

中間連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券

非上場株式 1

前連結会計年度末（平成18年３月31日）

時価評価されていない主な有価証券の内容

連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券

非上場株式 1

 

（デリバティブ取引）

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年４月１日

　至平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18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。
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）

自動車部品四

輪

(百万円)

自動車部品二

輪

(百万円)

汎用製品組立

及び汎用部品

(百万円)

その他

（百万円）

計

（百万円）

消去又は全社

(百万円)

連結

(百万円)

売上高

(1）外部顧客に対する売上高

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高

計

営業費用

営業利益

73,546

－

73,546

70,363

3,183

6,460

－

6,460

6,127

332

7,318

－

7,318

7,134

183

8

1,327

1,336

1,138

197

87,333

1,327

88,661

84,763

3,897

－

(1,327)

(1,327)

(1,247)

(79)

87,333

－

87,333

83,515

3,817

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

自動車部品四

輪

(百万円)

自動車部品二

輪

(百万円)

汎用製品組立

及び汎用部品

(百万円)

その他

（百万円）

計

（百万円）

消去又は全社

(百万円)

連結

(百万円)

売上高

(1）外部顧客に対する売上高

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高

計

営業費用

営業利益

80,823

－

80,823

77,466

3,357

6,324

－

6,324

6,102

221

4,627

－

4,627

4,585

41

95

2,419

2,514

2,485

29

91,870

2,419

94,289

90,640

3,649

－

(2,419)

(2,419)

(2,320)

(98)

91,870

－

91,870

88,319

3,550

前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

自動車部品四

輪

(百万円)

自動車部品二

輪

(百万円)

汎用製品組立

及び汎用部品

(百万円)

その他

（百万円）

計

（百万円）

消去又は全社

(百万円)

連結

(百万円)

売上高

(1）外部顧客に対する売上高

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高

計

営業費用

営業損益

153,098

47

153,145

147,166

5,979

14,158

－

14,158

13,470

687

13,442

－

13,442

12,758

684

14

2,151

2,166

2,091

75

180,713

2,199

182,912

175,486

7,426

－

(2,199)

(2,199)

(2,176)

(23)

180,713

－

180,713

173,310

7,403

　（注）１．事業区分の方法

当社グループの事業区分は、売上高集計区分及び販売先の使用目的を勘案して区分しております。

２．各事業区分の主要製品

事業区分 主要製品

自動車部品四輪

排気系部品
エキゾースト・マニホールド、エキゾースト・パイプ、排気

触媒コンバーター、サイレンサー（マフラー）

駆動系部品
オートマチック・トランスミッション・トルクコンバータ、

デュアルマス・フライホイール

その他 オイルパン、ドアビーム、ロアーアーム

自動車部品二輪
ブレーキディスク、フロントフェンダー、ブレーキペダル、二輪車用サイレ

ンサー（マフラー）、ハンドルパイプ、ＡＴＶ用部品

汎用製品組立及び汎用部

品
草刈機、超小型４ストロークエンジン、フュエルタンク、ベルトカバー

その他 機械、金型・治具、他
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ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）

日本

（百万円）

北米

（百万円）

その他の地域

（百万円）

計

（百万円）

消去又は全社

（百万円）

連結

（百万円）

売上高

(1）外部顧客に対する売
上高

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高

計

営業費用

営業利益

43,551

6,772

50,323

48,695

1,627

30,414

35

30,450

28,969

1,480

13,367

669

14,036

13,265

771

87,333

7,477

94,810

90,930

3,880

－

(7,477)

(7,477)

(7,414)

(63)

87,333

－

87,333

83,515

3,817

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

日本

（百万円）

北米

（百万円）

その他の地域

（百万円）

計

（百万円）

消去又は全社

（百万円）

連結

（百万円）

売上高

(1）外部顧客に対する売
上高

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高

計

営業費用

営業利益

43,610

8,509

52,120

51,037

1,083

33,929

27

33,956

32,358

1,598

14,330

1,591

15,922

14,962

959

91,870

10,129

101,999

98,358

3,641

－

(10,129)

(10,129)

(10,038)

(90)

91,870

－

91,870

88,319

3,550

前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

日本

（百万円）

北米

（百万円）

その他の地域

（百万円）

計

（百万円）

消去又は全社

（百万円）

連結

（百万円）

売上高

(1）外部顧客に対する売
上高

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高

計

営業費用

営業利益

87,413

13,287

100,700

97,558

3,142

63,898

76

63,974

61,284

2,690

29,402

1,412

30,815

29,222

1,592

180,713

14,776

195,490

188,064

7,425

－

(14,776)

(14,776)

(14,754)

(22)

180,713

－

180,713

173,310

7,403

　（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は次のとおりであります。

(1）北米………………米国

(2）その他の地域……フィリピン国、インドネシア国、中国、英国、ブラジル国、タイ国
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ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年９月30日）

北米 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 30,526 13,490 44,017

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － 87,333

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 35.0 15.4 50.4

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

北米 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 33,996 14,396 48,392

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － 91,870

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 37.0 15.7 52.7

前連結会計期間（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

北米  その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 64,066 29,692 93,758

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － 180,713

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 35.5 16.4 51.9

　（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は次のとおりであります。

(1）北米………………米国、カナダ国

(2）その他の地域……フィリピン国、インドネシア国、中国、英国他

３．海外売上高は、提出会社及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。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額  1,861円90銭

１株当たり中間純利益

金額
   225円29銭

１株当たり純資産額 2,225円09銭

１株当たり中間純利益

金額
   151円16銭

１株当たり純資産額  2,068円12銭

１株当たり当期純利益   384円63銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額は、潜在株式が存在しな

いため、記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額は、潜在株式が存在しな

いため、記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益は、潜在株式が存在しないた

め、記載しておりません。

　（注）１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

中間（当期）純利益（百万円） 3,334 2,236 5,731

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 39

　（うち利益処分による役員賞与金（百万円）） － － (39)

普通株式に係る中間（当期）純利益（百万円） 3,334 2,236 5,692

期中平均株式数（千株） 14,798 14,798 14,798
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

────── (1)　当社は、平成18年10月25日の取締

役会において、インドにおける第２

生産拠点としてデリー近郊に、当社

全額出資による子会社を設立するこ

とを決議いたしました。

　当社は、インド自動車市場の拡大

に伴い、更なる競争力向上を図るた

め、より客先に近い所で生産するの

が効果的と判断し新会社を設立しま

す。

　新会社の概要は、下記のとおりで

あります。

1.資本金 2.5億インドルピー

（約6億円）

2.持株比率 株式会社ユタカ技研

１００％

3.事業の

  内容

四輪自動車用排気系部

品及び二輪ブレーキ

ディスク

4.投資総額 3.5億インドルピー

（約8.5億円）

5.従業員の

  状況

約100名（2010年予

定）

6.設立年月 平成18年12月（予定）

7.営業

  開始日

 

平成20年４月（予定）

(2)　当社は、平成18年10月25日の取締

役会において、ブラジルの子会社ユ

タカ・ド・ブラジル・リミターダが、

サンパウロ郊外に新工場を建設する

ことを決議いたしました。

　当社は、ブラジル自動車市場が近

年急成長を遂げており、業容拡大に

向けて四輪自動車用排気系部品の製

造を行う新工場を建設いたしま

す。

　新工場の概要は、下記のとおりで

あります。

1.生産開始

　時期

平成20年８月（予定）

2.主要生産

  品目

四輪自動車用排気系部

品

3.投資総額 約10億円

　当社は、平成18年４月27日の取締

役会決議に基づき、三重県津市に新

工場を建設し、鈴鹿製作所を閉鎖・

移転することとなりました。

　　当社は、国内に四工場を有して

おりますが、新工場は本田技研工業

株式会社 鈴鹿製作所向けの排気系

部品を生産する工場と位置付けてお

ります。移転を機に物流の見直し、

生産性向上等更なる高効率の生産ラ

インを目指して体質強化を図ってま

いります。

　新工場の概要は、下記のとおりで

あります。

1.名称 三重製作所(仮称)

2.所在地 三重県津市あのつ台

　サイエンスシティ内

3.敷地面積 46,000㎡

4.建屋面積 20,600㎡ 

(1階：19,000㎡、

 2階：1,600㎡)

5.生産開始

　時期

平成19年４月 (予定)

6.主要生産

　品目

四輪自動車用排気系部

品 (エキゾースト・マ

ニホールド、キャタリ

スト・コンバータ、サ

イレンサー、エキゾー

スト・パイプ)

7.要員規模 生産開始時：約240名

8.投資総額 約30億円
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５．生産、受注及び販売の状況
(1）生産実績

　当中間連結会計期間の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 
（単位：百万円

　単位未満切り捨て）

事業の種類別セグメントの名称 金額 前年同期比

自動車部品　四輪 82,341 113.6％

自動車部品　二輪 6,462 98.2％

自動車部品　小計 88,804 112.3％

汎用製品組立及び汎用部品 4,611 63.1％

その他 95 －％

合計 93,512 108.3％

（注）　金額は販売価額（消費税等抜き）によっております。

(2）受注状況

　当中間連結会計期間における受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 
（単位：百万円

　単位未満切り捨て）

事業の種類別セグメントの名称 受注高 受注残高前年同期比 前年同期比

自動車部品　四輪 83,152 112.0％ 15,238 121.8％

自動車部品　二輪 6,490 100.7％ 1,190 99.6％

自動車部品　小計 89,642 111.3％ 16,429 119.9％

汎用製品組立及び汎用部品 4,394 59.2％ 715 60.1％

その他 90 1,097.2％ － －％

合計 94,126 107.0％ 17,145 115.1％

（注）　金額には、消費税等は含まれておりません。

(3）販売実績

　当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 
（単位：百万円

　単位未満切り捨て）

事業の種類別セグメントの名称 金額 前年同期比

自動車部品　四輪 80,823 109.8％

自動車部品　二輪 6,324 97.9％

自動車部品　小計 87,147 108.9％

汎用製品組立及び汎用部品 4,627 63.2％

その他 95 1,162.3％

合計 91,870 105.2％

（注）　金額には、消費税等は含まれておりません。
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