
  
 

平成19年３月期 中間決算短信（連結） 平成18年10月25日

上場会社名 株式会社　エフ・シー・シー 上場取引所 東証第１部

コード番号 7296 本社所在都道府県  静岡県
(URL　http://www.fcc-net.co.jp/)
代　　表　　者　役職名  代表取締役社長 氏名　山本　佳英
問合せ先責任者　役職名  取締役経理部長 氏名　鈴木　章夫 ＴＥＬ　　（053）523－2400
決算取締役会開催日  平成18年10月25日
親会社等の名称 本田技研工業株式会社(コード番号：7267) 親会社等における当社の議決権所有比率　20.7％
米国会計基準採用の有無  無

１．18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 （百万円未満切り捨て）

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 59,989 8.2 6,807 △3.4 7,226 △2.5

17年９月中間期 55,459 11.8 7,046 △4.1 7,411 0.1

18年３月期 117,553 14,197 14,908

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 3,918 △2.6 74 43  －

17年９月中間期 4,023 △5.2 152 86  －

18年３月期 8,789 333 94  －

(注)①持分法投資損益 18年９月中間期   △５百万円 17年９月中間期 ５百万円 18年３月期  △148百万円
②期中平均株式数 (連結) 18年９月中間期 52,640,754株 17年９月中間期 26,321,086株 18年３月期 26,320,830株
※平成18年４月１日付で１株につき２株の割合で株式分割（無償交付）を実施しております。

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 （百万円未満切り捨て）

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 101,627 75,851 68.1 1,314 41

17年９月中間期 92,512 58,225 62.9 2,212 14

18年３月期 99,803 64,856 65.0 2,464 09

(注)期末発行済株式数 (連結) 18年９月中間期 52,640,584株 17年９月中間期 26,320,825株 18年３月期 26,320,433株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （百万円未満切り捨て）

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 7,718 △6,140 △1,376 16,899

17年９月中間期 6,739 △5,353 △763 15,036

18年３月期 10,936 △8,765 △932 16,337

(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 18社 持分法適用非連結子会社数 ４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） －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

百万円 百万円 百万円

通　期 126,500 15,300 8,800

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　167円17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。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の９ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況

事業の内容

　当社グループは、当社及び子会社23社で構成され、その主な事業は、二輪車用クラッチ、四輪車用クラッチ、その

他のクラッチ及び部品の製造、並びに完成車メーカー及びディーラー等への販売であります。

　当社グループの事業内容及び当社と主な関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。

　なお、次の３部門について当社は事業の種類別セグメント情報を記載していないため、事業部門別によって記載し

ております。

・二輪車用クラッチ………当社が製造販売するほか、㈱九州エフ・シー・シーにおいて製造及びエフシーシー（フィ

リピンズ）コーポレーション（フィリピン）、上海中瑞・富士離合器有限公司（中国）、

成都永華富士離合器有限公司（中国）、エフシーシー（ヨーロッパ）リミテッド（英

国）、エフシーシー ド ブラジル リミターダ（ブラジル）、エフシーシー（タイラン

ド）カンパニーリミテッド（タイ）、台灣富士離合器股份有限公司（台湾）、エフシー

シー リコー リミテッド（インド）、エフシーシー（ノースカロライナ）リミテッドラ

イアビリティカンパニー（米国）、ピーティー エフシーシー インドネシア（インドネ

シア）及びエフシーシー（ベトナム）カンパニーリミテッド（ベトナム）において製造

販売しております。

・四輪車用クラッチ………当社が製造販売するほか、㈱九州エフ・シー・シー、エフシーシー（フィリピンズ）コー

ポレーション（フィリピン）、エフシーシー（ノースカロライナ）リミテッドライアビ

リティカンパニー（米国）及びエフシーシー（インディアナ）マニュファクチャリン

グ リミテッドライアビリティカンパニー（米国）において製造、エフシーシー（タイラ

ンド）カンパニーリミテッド（タイ）、エフシーシー リコー リミテッド（インド）、

エフシーシー（ヨーロッパ）リミテッド（英国）、上海中瑞・富士離合器有限公司（中

国）、ピーティー エフシーシー インドネシア（インドネシア）、エフシーシー（アダ

ムス）リミテッドライアビリティカンパニー（米国）、エフシーシー（ベトナム）カン

パニーリミテッド（ベトナム）及び佛山富士離合器有限公司（中国）において製造販売、

並びにエフシーシー（インディアナ）インコーポレイテッド（米国）において販売を行っ

ております。

・そ　　 の 　　他………当社が製造販売するほか、㈱九州エフ・シー・シーにおいて製造、天龍産業㈱及びエフ

シーシー（ノースカロライナ）リミテッドライアビリティカンパニー（米国）において

製造販売しております。

－ 2 －



事業系統図（主な会社のみ記載しております）

 

＜海外生産会社＞ 
（米国） 
※ｴﾌｼｰｼｰ(ﾉｰｽｶﾛﾗｲﾅ)ﾘﾐﾃｯﾄﾞ ﾗｲｱﾋﾞﾘﾃｨｶﾝﾊﾟﾆｰ 

※ｴﾌｼｰｼｰ(ｱﾀﾞﾑｽ)ﾘﾐﾃｯﾄﾞ ﾗｲｱﾋﾞﾘﾃｨｶﾝﾊﾟﾆｰ 
 
 
（タイ） 
※エフシーシー（タイランド）カンパニーリミテッド 
 
（フィリピン） 
※エフシーシー（フィリピンズ）コーポレーション 
 
（インドネシア） 
※ピーティー エフシーシー インドネシア 
 
（ベトナム） 
※エフシーシー（ベトナム）カンパニーリミテッド 
 
（中国） 
※上海中瑞・富士離合器有限公司 

※成都永華富士離合器有限公司 

※佛山富士離合器有限公司 

（台湾） 
※台灣富士離合器股有限公司 
 
（インド） 
※エフシーシー リコー リミテッド 
 
（英国） 

※エフシーシー（ヨーロッパ）リミテッド 
 
（ブラジル） 
※エフシーシー ド ブラジル リミターダ 

 

 

＜海外生産会社＞ 
（米国） 
 
※ｴﾌｼｰｼｰ(ｲﾝﾃﾞｨｱﾅ) 

ﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞ  

ﾘﾐﾃｯﾄﾞ ﾗｲｱﾋﾞﾘﾃｨｶﾝﾊﾟﾆｰ 

※ｴﾌｼｰｼｰ(ｲﾝﾃﾞｨｱﾅ) 

ｲﾝｺｰﾎﾟﾚｲﾃｯﾄﾞ 

 

＜統括会社＞ 
（米国） 

※ｴﾌｼｰｼｰ(ﾉｰｽｱﾒﾘｶ) 

ｲﾝｺｰﾎﾟﾚｲﾃｯﾄﾞ 

※天龍産業㈱ 

※㈱九州エフ・シー・シー 

＜国内生産会社＞ 

 

      当

                                            

社

 

海

          外

          得

          意

          先

 

国 内 得 意 先 

 
（その他の関係会社） 

本田技研工業㈱ 

 
（その他の関係会社の
子会社） 

㈱本田技術研究所 

㈱ユタカ技研 

浅間技研工業㈱ 

材料及び部品の受け入れ並びに供給 
製品の供給 
土地の賃貸 

＜販売会社＞ 
（米国） 
 

※印：連結子会社 
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関係会社の状況

 （1）連結子会社

名称 所在地 資本金 事業の内容

議決権の所
有割合又は
被所有割合

 （％）

関係内容 摘要

（株）九州エフ・
シー・シー

熊本県宇城市
百万円

30

二輪車用クラッチ
四輪車用クラッチ
その他

100
当社製品の部品並びに製品の製
造。
役員の兼任及び土地の賃貸あり。

(注)２

天龍産業㈱ 静岡県浜松市
百万円
22.5

その他 53.55
二輪・四輪車及び汎用機用部品
の購入。
役員の兼任及び資金援助あり。

エフシーシー（ノース
アメリカ）インコーポ
レイテッド

米国
インディアナ州

百万米ドル
42.8

米国における子会
社の統括

100 役員の兼任あり。 (注)２

エフシーシー（イン
ディアナ）インコーポ
レイテッド

米国
インディアナ州

百万米ドル
0.5

四輪車用クラッチ
販売

100
(100)

同社を通じてのエフシーシー（イ
ンディアナ）マニュファクチャ
リング リミテッドライアビリ
ティカンパニー製造の製品及び
部品の購入。
役員の兼任あり。

(注)５

エフシーシー（イン
ディアナ）マニュファ
クチャリング リミテッ
ドライアビリティカン
パニー

米国
インディアナ州

百万米ドル
17.3

四輪車用クラッチ
100
(100)

当社製品、部品及び原材料の販
売。
役員の兼任あり。

(注)２

エフシーシー（ノース
カロライナ）リミテッ
ドライアビリティカン
パニー

米国
ノースカロライナ州

百万米ドル
10

二輪車用クラッチ
四輪車用クラッチ
その他

100
(100)

当社製品、部品及び原材料の販
売。同社製品及び部品の購入。
役員の兼任あり。

(注)２

エフシーシー（アダム
ス）リミテッドライア
ビリティカンパニー

米国
インディアナ州

百万米ドル
15

四輪車用クラッチ
100
(100)

当社製品、部品及び原材料の販
売。
役員の兼任あり。

(注)２

エフシーシー（タイラ
ンド）カンパニーリミ
テッド

タイ
バンコック市

百万タイバーツ
60

二輪車用クラッチ
四輪車用クラッチ

58
(0.07)

当社製品、部品及び原材料の販
売。同社製品及び部品の購入。
役員の兼任あり。

(注)５

エフシーシー（フィリ
ピンズ）コーポレー
ション

フィリピン
ラグナ州

百万
フィリピンペソ

200

二輪車用クラッチ
四輪車用クラッチ

100
当社製品、部品及び原材料の販
売。同社製品及び部品の購入。
役員の兼任あり。

(注)２

成都永華富士離合器有
限公司

中国
四川省

百万米ドル
8

二輪車用クラッチ 100
当社製品、部品及び原材料の販
売。同社製品及び部品の購入。
役員の兼任あり。

(注)２

上海中瑞・富士離合器
有限公司

中国
上海市

百万米ドル
9.8

二輪車用クラッチ
四輪車用クラッチ

100

当社製品、部品及び原材料の販
売。同社製品及び部品の購入。
役員の兼任及び同社借入金の一
部に対する債務保証あり。

(注)２

佛山富士離合器有限公
司

中国
広東省

百万米ドル
8

四輪車用クラッチ 100 役員の兼任あり。 (注)２

台灣富士離合器股份有
限公司

台湾
台南縣

百万
 ニュータイワンドル

195
二輪車用クラッチ

70
(15)

当社製品、部品及び原材料の販
売。同社製品及び部品の購入。
役員の兼任あり。

(注)２

エフシーシー リコー 
リミテッド

インド
ハリヤナ州

百万

 インドルピー

79

二輪車用クラッチ
四輪車用クラッチ

50
当社製品、部品及び原材料の販
売。
役員の兼任あり。

(注)４

ピーティー エフシー
シー インドネシア

インドネシア
カラワン県

百万米ドル
11

二輪車用クラッチ
四輪車用クラッチ

100
(0.55)

当社製品、部品及び原材料の販
売。同社製品及び部品の購入。
役員の兼任あり。

(注)２
(注)５

エフシーシー（ベトナ
ム）カンパニーリミ
テッド

ベトナム
ハノイ市

百万米ドル
10

二輪車用クラッチ
四輪車用クラッチ

70
当社製品、部品及び原材料の販
売。
役員の兼任及び資金援助あり。

(注)２

エフシーシー（ヨー
ロッパ）リミテッド

英国
ミルトンキーンズ市

百万英ポンド
6

二輪車用クラッチ
四輪車用クラッチ

90
当社製品、部品及び原材料の販
売。同社製品及び部品の購入。
役員の兼任あり。

(注)２

エフシーシー ド ブラ
ジル リミターダ

ブラジル
アマゾナス州

百万レアル
8

二輪車用クラッチ 100
当社製品、部品及び原材料の販
売。同社製品及び部品の購入。

(注)２

　（注）１．連結子会社の主要な事業の内容欄には、事業の部門別の名称を記載しております。

  ２．特定子会社に該当しております。

  ３．議決権の所有割合の（　）内は、間接所有割合で内数になっております。

  ４．持分は100分の50ですが、実質的に支配しているため連結子会社としたものであります。

  ５．エフシーシー（インディアナ）インコーポレイテッド、エフシーシー（タイランド）カンパニーリミテッド

及びピーティー エフシーシー インドネシアは、売上高（連結相互会社間の内部売上高を除く）の連結売上

高に占める割合が100分の10を超えております。
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 （2）その他の関係会社

名称 所在地 資本金 事業の内容

議決権の所
有割合又は
被所有割合

 （％）

関係内容 摘要

本田技研工業㈱ 東京都港区
百万円
86,067

各種自動車並びに
内燃機関の製造・
販売

（被所有）
20.7

当社製品の販売並びに原材料及
び部品の購入。
役員の兼任あり。

(注)

　（注）　有価証券報告書を提出しております。

２．経営方針

(1）会社の経営の基本方針

　当社グループは、「環境に配慮し、独創的なアイディアと技術で、お客様に喜ばれる製品を供給することで社会へ

貢献する。」ことを経営の基本理念としております。

　そのために、「積極性・独創性を重視し、改革・改善を行う」「常に高い目標を目指し、自己研鑽に励む」「スピー

ディーかつタイムリーに行動する」「環境に配慮した企業活動を行う」「人の和を大切にし、明るい職場を作る」こ

とを当社グループの役職員の行動方針としております。

(2）会社の利益配分に関する基本方針

　当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要政策の一つとして位置付けており、自動車業界及び自動車部品

業界がグローバルな視野に立ち世界各国で事業を展開するなか、積極的な設備投資、研究開発を行い、新製品・新技

術の開発・量産化に努め、会社の競争力を維持、強化するとともに業績に裏付けられた成果の配分を行うことを基本

方針としております。

　当中間期の中間配当金につきましては、業績動向及び今後の資金需要等を総合的に勘案し、株主の皆様の日頃のご

支援にお応えするため、１株当たり13円とさせていただきます。また、期末配当金につきましても同じく１株当たり

13円とさせて戴く予定でございます。

(3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　当社は、株式市場における当社株式の流通の活性化及び投資家層の拡大を目的として平成13年８月より、１単元の

株式数を1,000株から100株に変更しております。また、平成16年11月22日付で１株につき1.5株、平成18年４月１日付

で１株につき２株の割合で株式分割（無償交付）を実施しております。

　今後につきましても、株価水準及び市場動向等を勘案し、投資家の皆様にとって、より投資しやすい環境となるよ

うに適宜対処していく方針であります。

(4）中長期的な会社の経営戦略

　当社グループは、平成17年度を初年度とする３ヶ年の第６次中期経営計画を策定し、「自動車部品業界の世界的競

争のなかでグループ各社の自立化を図り、システム及びスタッフレベルを向上させ、磐石な企業を目指す。」ことを

経営方針と定め、中期経営計画実現のための経営戦略を以下のとおり掲げております。

①　業界トップレベルの品質保証体制の構築。

②　製品開発力、生産技術の開発及びコスト競争力を強化し、グループの競争力を高める。

③　グループ全体のオペレーションの質と活力を高め、グループの総合力を高める。

④　世界の生産拠点の自立化を目指し、各拠点で技術進化ができる体制を確立する。

⑤　「世界のF.C.C.」を目指して安定的成長を維持する。

 

(5）会社の対処すべき課題

　自動車部品業界における生き残りをかけたコスト、品質面での世界的競争は益々激しくなっております。このよう

な状況のもとで当社グループは、更なるコスト競争力強化のために、生産効率の一層の向上を目指すとともに、世界

の生産拠点における現地調達比率を高め、部品、製品等の相互補完を有効に展開し、グループとして完成車メーカー

各社の国内外における事業展開に迅速に対応してまいります。

　特に、業界トップレベルの品質を実現するための品質保証体制の強化、安定的収益を確保するための営業力の強化

及び今後の事業展開の基盤となる研究開発体制の充実に取組んでまいります。
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　また、昨年11月に設立し、本年８月より量産を開始したエフシーシー（ベトナム）カンパニーリミテッド及び本年

１月に設立した佛山富士離合器有限公司の円滑な立上げが当面の課題であります。

(6）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 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

上場会社が他の会社の

関連会社である場合に

おける当該他の会社

20.7％

株式会社東京証券取引所

株式会社大阪証券取引所

株式会社名古屋証券取引所

証券会員制法人福岡証券取引所

証券会員制法人札幌証券取引所

ニューヨーク証券取引所

ロンドン証券取引所

ユーロネクスト証券取引所

スイス証券取引所

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

 (a) 親会社等の企業グループにおける当社の位置付け、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

　本田技研工業㈱は、当社株式の20.7％を所有する筆頭株主であり、当社は同社の持分法適用会社となっておりま

す。当社は、同社の二輪事業、四輪事業、汎用事業及びその他の事業に属する機能部品メーカーであります。当社

グループは、「事業系統図」に記載のとおり、本田技研工業㈱グループ（以下、ホンダグループという。）へ主要

製品であるクラッチを製造し、納入しております。

　人的関係につきましては、本田技研工業㈱の役職者１名が、下表のとおり当社の非常勤監査役を兼務しておりま

す。

   （平成18年９月30日現在）

 役　職 氏　　名　 親会社等またはそのグループ企業での役職 就任理由　

 非常勤

 監査役
西　埜　　満 本田技研工業㈱ 業務監査室　主幹 

 当社の監査体制の充実を目

的として、当社より就任を

要請しております。

 (b) 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

　当中間連結会計期間における当社グループの売上高に占めるホンダグループ向け売上高は約70％となっており、

当社グループの業績は、ホンダグループの生産販売動向及び購買政策等による影響を受けます。

　また、ホンダグループとの人的、技術的交流は当社グループの企業体質の強化に資するものとなっております。

 (c) 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

　本田技研工業㈱との取引関係は、取引開始以来、長年にわたり安定的に継続しておりますが、取引条件等につき

ましては、一般取引先と同様に決定しております。また、当社グループは、ホンダグループ以外の新規取引先の開

拓、販売拡大等にも努めております。

 (d) 親会社等からの一定の独立性の確保の状況

　当社は、今後も本田技研工業㈱と安定した関係を保ちながら事業の拡大に努めていく方針でありますが、一定の

独立性は確保されているものと認識しております。
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３．経営成績及び財政状態

(1）経営成績

　当中間連結会計期間の業績は売上高59,989百万円（前年同期比8.2％増）、営業利益6,807百万円（前年同期比3.4％

減）、経常利益7,226百万円（前年同期比2.5％減）、中間純利益3,918百万円（前年同期比2.6％減）となりました。

 事業部門別の業績の概要は次のとおりであります。

 （二輪車用クラッチ部門）

  インドネシアにおける二輪車需要は、昨年秋口以降、ガソリン価格の大幅な引き上げやローン金利の上昇等による

影響もあり減少いたしましたが、昨年より連結の範囲に含めております台湾の子会社の寄与及び為替影響等もあり二

輪車用クラッチ部門の売上高は29,633百万円（前年同期比8.1％増）となりました。営業利益につきましては、インド

ネシア及びタイの子会社における売上げ減少、並びにベトナムの子会社の立上げ費用等の影響もあり4,432百万円（前

年同期比24.2％減）となりました。

 （四輪車用クラッチ部門）

  主要販売先であります本田技研工業㈱向けの輸出用オートマチック車クラッチの販売及びインドネシアにおけるオー

トマチック車用クラッチ販売が順調に推移したことに加え為替影響、並びに昨年５月より量産を開始したフォード向

けオートマチック車用クラッチの販売増加等もあり、売上高は24,551百万円（前年同期比9.2％増）となりました。営

業利益につきましては、エフシーシー（アダムス）リミテッドライアビリティカンパニーにおける赤字額の減少もあ

り1,800百万円（前年同期比38.1％増）となりました。

 （その他の部門）

 　　北米におけるＡＴＶ（バギー車）の販売は、ほぼ前年並みの水準で推移いたしましたが為替影響等もあり、その他

の部門の売上高は5,804百万円（前年同期比4.2％増）となりました。営業利益につきましては、昨年発生した製品補

償費の負担がなくなったこともあり574百万円（前年同期は107百万円の営業損失）となりました。

 

 所在地別セグメントの業績の概要は次のとおりであります。

（国内）

　主要販売先であります本田技研工業㈱向け輸出用オートマチック車用クラッチ販売等が順調に推移したこともあり、

売上高は22,624百万円（前年同期比10.3％増）となりました。営業利益につきましては、インドネシア向け輸出の減

少及び内部管理体制の強化に伴う管理費の増加等による影響もあり1,695百万円（前年同期比2.7％減）となりました。

（北米）

　主要販売先でありますホンダ トランスミッションマニュファクチュアリング オブ アメリカ・インコーポレーテッ

ドへの販売が堅調に推移したことに加え為替影響、並びにフォード向けオートマチック車用クラッチ販売の増加もあ

り、売上高は13,954百万円（前年同期比9.9％増）となりました。営業利益につきましては、エフシーシー（アダム

ス）リミテッド　ライアビリティカンパニーにおける赤字額の減少及び製品補償費の負担がなくなったこともあり

1,400百万円（前年同期比138.1％増）となりました。

（アジア）

　インドネシアの二輪車需要は減少いたしましたが、昨年より連結の範囲に含めております台湾の子会社の寄与及び

為替影響等もあり、売上高は20,096百万円（前年同期比2.4％増）となりました。営業利益につきましては、インドネ

シア及びタイの子会社における売上げ減少、並びにベトナムの子会社の立上げ費用等の影響もあり2,826百万円（前年

同期比34.9％減）となりました。

（その他の地域）

　ブラジルにおける子会社の業績が順調に推移したことに加え、レアル高の影響もあり売上高は3,314百万円（前年同

期比25.8％増）、営業利益は670百万円（前年同期比72.7％増）となりました。
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(2）財政状態

　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、有形固定資産の取得

による支出5,753百万円及び法人税等の支払額3,119百万円の支出等があったものの、税金等調整前中間純利益が7,126

百万円となったことなどにより、前連結会計年度末に比べ561百万円増加し、当中間連結会計期間末には16,899百万円

となりました。

（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7,718百万円（前年同期比14.5％増）となりました。

　これは主に法人税等の支払額3,119百万円の支出や支払債務の減少等があったものの、日本及び北米・南米の連結子

会社の業績が好調であったことによるものであります。

（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6,140百万円（前年同期比14.7％増）となりました。

　これは主に昨年11月に設立したベトナムの連結子会社における工場の新設及び日本・北米における四輪車用クラッ

チ製造設備の増設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）

　財務活動の結果使用した資金は1,376百万円（前年同期比80.2％増）となりました。

　これは主に配当金の支払1,357百万円によるものであります。

（当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。）

平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期

 中間  期末 中間  期末  中間

自己資本比率（％） 64.52 64.03 62.94 64.98 68.08

時価ベースの自己資本比率

（％）
121.40 127.92 124.62 137.93 146.59

債務償還年数（年） 0.12 0.14 0.14 0.18 0.13

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
366.28 276.74 283.49 201.40 191.05

　（注）　自己資本比率：自己資本／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

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

※　各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

※　株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

 　　　なお、当社は平成18年４月１日付で１株につき２株の割合で株式分割を実施しており、平成18年３月期末の期末

発行済株式数（自己株式控除後）は株式分割実施後の株式数によっております。

※　営業キャッシュ・フローは、連結（中間連結）キャッシュ・フロー計算書における営業活動におけるキャッシュ・

フローを使用しております。また、有利子負債は連結（中間連結）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債務を対象としております。

※　債務償還年数の中間期での計算は、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍しております。
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(3）通期の見通し

　通期の見通しにつきましては、米国における景気減速及び為替変動等が懸念されますが、主要販売先であります本

田技研工業㈱の国内・海外における四輪車生産は、引続き堅調に推移すると想定されます。また、インドネシアにお

ける二輪車需要は本年９月頃より回復の兆しが見え始め、今後も緩やかな回復基調をたどるものと思われます。

　現時点における平成19年３月期（平成18年４月１日～平成19年３月31日）の連結及び単独の業績見通しは以下のと

おりであります。なお、為替レートにつきましては、上期実績１米ドル115円39銭に対し、下期１米ドル110円、通期

１米ドル112円69銭を見込んでおります。

○　連結業績の見通し

 売上高 126,500百万円 （対前年度増減率     7.6％）

 営業利益 14,600百万円 （対前年度増減率　 　2.8％）

 経常利益 15,300百万円 （対前年度増減率　 　2.6％）

 当期純利益 8,800百万円 （対前年度増減率　　 0.1％）

○　単独業績の見通し

 売上高 59,000百万円 （対前年度増減率　　 5.2％）

 営業利益 3,400百万円 （対前年度増減率　   3.7％）

 経常利益 6,100百万円 （対前年度増減率  　13.8％）

 当期純利益 4,500百万円 （対前年度増減率　　23.7％）

  

(4）事業等のリスク

 ①　クラッチ製品に特化した事業展開について

　　　　当社グループは、クラッチ製品に特化した事業展開を進めております。現在、当社グループが製造販売している

クラッチ製品は、内燃機関等を動力とする自動車及び二輪車等の動力伝達機構を構成する重要な機能部品の一つで

ありますが、今後、機能部品としてのクラッチ製品の代替製品が開発され普及しないという保証はありません。加

えて、現在開発が進められている燃料電池車、電気自動車等に代表される次世代の自動車では、動力伝達機構を構

成する機能部品としてのクラッチ製品が不要となる可能性があります。

 ②　特定の産業及び取引先への依存

　当社グループが製造販売しているクラッチ製品の大半は自動車産業及び二輪車産業向けであり、それぞれに対す

る依存度は高く、当社グループの業績は、今後の自動車及び二輪車等の生産台数及び各機種の需要動向に影響を受

ける可能性があります。また、当社グループの売上高に占めるホンダグループに対する売上高の割合は当中間連結

会計期間において約70％を占めており、当社グループの業績は、今後のホンダグループの販売動向及び購買政策等

により影響を受ける可能性があります。

 ③　海外展開について

　当社グループは、「需要のある所で生産する。」ことを基本方針とした海外展開を図っており、近年、海外生産

比率は上昇する傾向にあります。このため、当社グループの業績は、海外各市場の為替相場の変動、並びに海外各

市場における景気動向、予期しない法律又は規則の変更、政変及び災害の発生等により影響を受ける可能性があり

ます。

 ④　自動車部品業界の競争

　日本及び世界における自動車部品業界の競争は非常に激化しております。当社グループは、製品及びサービスの

高付加価値化、並びに生産効率の向上及び経費削減等の企業努力によりコスト競争力の維持、強化を図っておりま

すが、今後、何らかの理由によりコスト競争力の維持、強化が困難となった場合、収益力が低下する可能性があり

ます。

 ⑤　製品の欠陥に対する補償

　当社グループは、製品の品質には万全を期しておりますが、全ての製品に不具合、欠陥等が発生しないという保

証はありません。当社グループが納入した製品の欠陥等に起因して完成車メーカーが大規模なリコール等を行うよ

うな事態が発生した場合、多額のコストの発生や、当社グループの評価が重大な影響を受けることにより、当社グ

ループの業績と財政状態に深刻な影響が及ぶ可能性があります。

 ⑥　災害や地震等による影響

　当社グループは、製造ラインにおける生産中断による潜在的な影響を最小化するために対策を推進しております

が、生産施設で発生する災害、停電又はその他の中断事象による影響を完全に防止又は軽減できる保証はありませ

ん。特に、国内おいては当社グループの主要施設は静岡県西部地域に集中しており、将来、想定されている東海地

震・東南海地震が発生した場合、生産設備に甚大な影響を受け、生産能力が著しく低下す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）

対前中間
期比

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
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産  

１．現金及び預金 15,439 17,502 2,063 16,820

２．受取手形及び
売掛金

16,745 17,151 405 17,736

３．たな卸資産 10,352 12,126 1,773 12,247

４．その他 4,548 4,169 △379 4,910

貸倒引当金 △10 △2 8 △2

流動資産合計 47,075 50.9 50,947 50.1 3,871 51,713 51.8

Ⅱ　固定資産  

１．有形固定資産  

(1）建物及び構
築物

※ 16,313 17,439  17,142

減価償却累
計額

6,874 9,438 7,712 9,727 288 7,352 9,789

(2）機械装置及
び運搬具

44,230 50,705  47,803

減価償却累
計額

27,017 17,212 31,063 19,642 2,429 29,461 18,341

(3）工具器具備
品

7,854 8,019  7,869

減価償却累
計額

6,409 1,445 6,414 1,605 159 6,372 1,497

(4）土地 ※ 5,721 5,832 111 5,803

(5）建設仮勘定 1,564 2,099 535 1,792

有形固定資産
合計

35,382 38.2 38,907 38.3 3,524 37,224 37.3

２．無形固定資産 696 0.8 1,019 1.0 322 668 0.7

３．投資その他の
資産

 

(1）投資有価証
券

6,800 8,085 1,284 7,594

(2）その他 ※ 2,588 2,716 127 2,650

貸倒引当金 △31 △47 △16 △47

投資その他の
資産合計

9,357 10.1 10,753 10.6 1,396 10,197 10.2

固定資産合計 45,437 49.1 50,680 49.9 5,243 48,090 48.2

資産合計 92,512 100.0 101,627 100.0 9,115 99,803 100.0
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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）

対前中間
期比

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
（％）

増減
(百万円)

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

11,253 9,640 △1,613 10,348

２．ファクタリン
グ債務

 4,287 3,716 △570 3,223

３．短期借入金 ※ 1,072 1,255 182 1,284

４．未払法人税等 2,451 1,506 △944 2,259

５．賞与引当金 1,305 1,374 69 1,347

６．役員賞与引当
金

32 38 6 65

７．その他 ※ 3,890 3,410 △480 4,955

流動負債合計 24,293 26.3 20,941 20.6 △3,351 23,483 23.5

Ⅱ　固定負債  

１．長期借入金 ※ 206 126 △79 133

２．退職給付引当
金

1,534 1,358 △175 1,439

３．役員退職慰労
引当金

336 295 △41 347

４．その他 ※ 2,468 3,053 584 2,835

固定負債合計 4,545 4.9 4,834 4.8 289 4,756 4.8

負債合計 28,838 31.2 25,776 25.4 △3,062 28,239 28.3

 

（少数株主持分）  

少数株主持分 5,448 5.9 － － △5,448 6,707 6.7

 

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 4,175 4.5 － － △4,175 4,175 4.2

Ⅱ　資本剰余金 4,566 4.9 － － △4,566 4,566 4.6

Ⅲ　利益剰余金 48,425 52.4 － － △48,425 52,639 52.7

Ⅳ　その他有価証券
評価差額金

3,073 3.3 － － △3,073 3,654 3.7

Ⅴ　為替換算調整勘
定

△2,011 △2.2 － － 2,011 △174 △0.2

Ⅵ　自己株式 △3 △0.0 － － 3 △5 △0.0

資本合計 58,225 62.9 － － △58,225 64,856 65.0

負債、少数株主
持分及び資本合
計

92,512 100.0 － － △92,512 99,803 100.0
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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）

対前中間
期比

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
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
構成比
（％）

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本  

１．資本金 － － 4,175 4.1 4,175 － －

２．資本剰余金 － － 4,566 4.5 4,566 － －

３．利益剰余金 － － 56,004 55.1 56,004 － －

４．自己株式 － － △6 △0.0 △6 － －

株主資本合計 － － 64,740 63.7 64,740 － －

 
Ⅱ　評価・換算差額

等
       

１．その他有価証
券評価差額金

－ － 3,928 3.9 3,928 － －

２．為替換算調整
勘定

－ － 522 0.5 522 － －

評価・換算差額
等合計

－ － 4,451 4.4 4,451 － －

Ⅲ　少数株主持分 － － 6,659 6.5 6,659 － －

純資産合計 － － 75,851 74.6 75,851 － －

負債純資産合計 － － 101,627 100.0 101,627 － －
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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）

対前中間
期比

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
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 55,459 100.0 59,989 100.0 4,529 117,553 100.0

Ⅱ　売上原価 43,244 78.0 48,029 80.1 4,785 92,929 79.1

売上総利益 12,215 22.0 11,959 19.9 △255 24,624 20.9

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

 

１．荷造発送費 639 645  1,386

２．給料手当 814 1,096  2,144

３．賞与引当金繰
入額

247 275  290

４．役員賞与引当
金繰入額

32 38  65

５．退職給付費用 91 91  175

６．役員退職慰労
引当金繰入額

61 10  72

７．減価償却費 83 118  195

８．研究開発費 1,487 1,513  3,023

９．その他 1,710 5,169 9.3 1,362 5,152 8.6 △17 3,072 10,426 8.8

営業利益 7,046 12.7 6,807 11.3 △238 14,197 12.1

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息 156 304  371

２．受取配当金 35 55  74

３．持分法による
投資利益

5 －  －

４．賃貸収入 22 21  43

５．為替差益 100 －  162

６．その他 77 397 0.7 117 498 0.8 100 320 972 0.8

Ⅴ　営業外費用  

１．支払利息 23 40  54

２．持分法による
投資損失

－ 5  148

３．賃貸費用 4 3  8

４．為替差損 － 19  －

５．その他 4 32 0.0 10 79 0.1 47 50 261 0.2

経常利益 7,411 13.4 7,226 12.0 △185 14,908 12.7

Ⅵ　特別利益  

１．前期損益修正
益

※３ 63 54  139

２．固定資産売却
益

※１ 3 67 0.1 12 66 0.1 △0 13 153 0.1
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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）

対前中間
期比

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
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅶ　特別損失  

１．前期損益修正
損

※４ － 50  －

２．固定資産除売
却損

※２ 234 115  321

３．その他 2 237 0.4 － 166 0.2 △71 2 324 0.3

税金等調整前
中間（当期）
純利益

7,240 13.1 7,126 11.9 △114 14,737 12.5

法人税、住民
税及び事業税

2,595 2,494  5,027

法人税等調整
額

△160 2,435 4.4 71 2,565 4.3 130 △397 4,630 3.9

少数株主利益 782 1.4 641 1.1 △140 1,317 1.1

中間（当期）
純利益

4,023 7.3 3,918 6.5 △105 8,789 7.5

 

(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 4,566 4,566

Ⅱ　資本剰余金中間期末（期

末）残高
4,566 4,566

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 44,744 44,744

Ⅱ　利益剰余金増加高

１．中間（当期）純利益 4,023 4,023 8,789 8,789

Ⅲ　利益剰余金減少高

１．配当金 342 342 894 894

Ⅳ　利益剰余金中間期末（期

末）残高
48,425 52,639
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 中間連結株主資本等変動計算書

 　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）

 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） 4,175 4,566 52,639 △5 61,375

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当（注）   △552  △552

中間純利益   3,918  3,918

自己株式の取得    △0 △0

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）
－ － 3,365 △0 3,364

平成18年９月30日　残高（百万円） 4,175 4,566 56,004 △6 64,740

 評価・換算差額等 

 
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 

少数株主持分 純資産合計 

平成18年３月31日　残高（百万円） 3,654 △174 3,480 6,707 71,563

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当（注）     △552

中間純利益     3,918

自己株式の取得     △0

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）
273 696 970 △47 922

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
273 696 970 △47 4,287

平成18年９月30日　残高（百万円） 3,928 522 4,451 6,659 75,851

 　（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）

対前中間期比

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）
増減

(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

7,240 7,126  14,737

減価償却費 2,650 3,319  5,795

連結調整勘定償却額 － 52  40

貸倒引当金の増減額
（減少：△）

0 －  8

賞与引当金の増減額
（減少：△）

85 26  128

役員賞与引当金の増
減額（減少：△）

△33 △26  △0

退職給付引当金の増
減額（減少：△）

△26 △80  △122

役員退職慰労引当金
の増減額
（減少：△）

14 △52  25

受取利息及び受取配
当金

△192 △359  △445

支払利息 23 40  54

為替差損益
（利益：△）

△8 105  △29

持分法による投資損
益（利益：△）

△5 5  148

前期損益修正損益
（利益：△）

△63 △3  △137

有形固定資産売却益 △3 △12  △13

有形固定資産除売却
損

234 115  321

売上債権の増減額
（増加：△）

△817 836  △1,176

たな卸資産の増減額
（増加：△）

△1,146 295  △2,472

その他資産の増減額
（増加：△）

△19 308  △882

仕入債務の増減額
（減少：△）

678 △881  △526

ファクタリング債務
の増減額
（減少：△）

185 641  △761

その他負債の増減額
（減少：△）

64 △998  572

未払消費税等の増減
額（減少：△）

△2 204  △179

小計 8,859 10,663 1,803 15,085

利息及び配当金の受
取額

197 216  515

利息の支払額 △23 △40  △54

その他 33 △2  78

法人税等の支払額 △2,327 △3,119  △4,687

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

6,739 7,718 978 10,936
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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）

対前中間期比

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）
増減

(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

△50 △583  △526

定期預金の払戻によ
る収入

434 452  855

有形固定資産の取得
による支出

△5,561 △5,753  △9,788

有形固定資産の売却
による収入

19 61  48

無形固定資産の取得
による支出

△2 △416  △11

投資有価証券の取得
による支出

△12 △17  △273

投資有価証券の売却
による収入

－ －  356

新規連結子会社の取
得による支出 

△860 －  △860

その他の投資の取得
による支出

△40 △227  △53

その他の投資の売却
による収入

1 27  7

貸付金の貸付による
支出

△3,416 △845  △5,416

貸付金の回収による
収入

4,155 1,158  6,912

その他 △19 3  △14

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△5,353 △6,140 △787 △8,765

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：△）

114 △18  236

長期借入れによる収
入

50 28  76

長期借入金の返済に
よる支出

△21 △27  △127

少数株主からの出資
による収入

－ －  352

自己株式の取得によ
る支出

△1 △0  △3

配当金の支払額 △341 △551  △892

少数株主への配当金
の支払額

△563 △805  △574

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△763 △1,376 △612 △932

Ⅳ　現金及び現金同等物に
係る換算差額

323 360 37 1,007

Ⅴ　現金及び現金同等物の
増減額（減少：△）

945 561 △383 2,245

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

14,091 16,337 2,245 14,091

Ⅶ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

※ 15,036 16,899 1,862 16,337
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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　　　　16社

㈱九州エフ・シー・シー

エフシーシー（フィリピンズ）

コーポレーション

天龍産業㈱

エフシーシー（タイランド）カ

ンパニーリミテッド

成都永華富士離合器有限公司

上海中瑞・富士離合器有限公司

エフシーシー（ヨーロッパ）リ

ミテッド

エフシーシー　リコー　リミ

テッド

エフシーシー　ド　ブラジル　

リミターダ

ピーティー　エフシーシー　イ

ンドネシア

エフシーシー（ノースアメリ

カ）インコーポレイテッド

エフシーシー（インディアナ）

マニュファクチャリングリミ

テッドライアビリティカンパ

ニー

エフシーシー（インディアナ）

インコーポレイテッド

エフシーシー（ノースカロライ

ナ）リミテッドライアビリティ

カンパニー

エフシーシー（アダムス）リミ

テッドライアビリティカンパ

ニー

光華興工業股份有限公司

光華興工業股份有限公司は、

当中間連結会計期間において株

式を追加取得したことから、当

中間連結会計期間より連結の範

囲に含めております。

(1) 連結子会社の数　　　　18社

㈱九州エフ・シー・シー

エフシーシー（フィリピンズ）

コーポレーション

天龍産業㈱

エフシーシー（タイランド）カ

ンパニーリミテッド

成都永華富士離合器有限公司

上海中瑞・富士離合器有限公司

エフシーシー（ヨーロッパ）リ

ミテッド

エフシーシー　リコー　リミ

テッド

エフシーシー　ド　ブラジル　

リミターダ

ピーティー　エフシーシー　イ

ンドネシア

エフシーシー（ノースアメリ

カ）インコーポレイテッド

エフシーシー（インディアナ）

マニュファクチャリングリミ

テッドライアビリティカンパ

ニー

エフシーシー（インディアナ）

インコーポレイテッド

エフシーシー（ノースカロライ

ナ）リミテッドライアビリティ

カンパニー

エフシーシー（アダムス）リミ

テッドライアビリティカンパ

ニー

台灣富士離合器股份有限公司

エフシーシー（ベトナム）カン

パニーリミテッド

佛山富士離合器有限公司

(1) 連結子会社の数　　　　18社

㈱九州エフ・シー・シー

エフシーシー（フィリピンズ）

コーポレーション

天龍産業㈱

エフシーシー（タイランド）カ

ンパニーリミテッド

成都永華富士離合器有限公司

上海中瑞・富士離合器有限公司

エフシーシー（ヨーロッパ）リ

ミテッド

エフシーシー　リコー　リミ

テッド

エフシーシー　ド　ブラジル　

リミターダ

ピーティー　エフシーシー　イ

ンドネシア

エフシーシー（ノースアメリ

カ）インコーポレイテッド

エフシーシー（インディアナ）

マニュファクチャリングリミ

テッドライアビリティカンパ

ニー

エフシーシー（インディアナ）

インコーポレイテッド

エフシーシー（ノースカロライ

ナ）リミテッドライアビリティ

カンパニー

エフシーシー（アダムス）リミ

テッドライアビリティカンパ

ニー

台灣富士離合器股份有限公司

エフシーシー（ベトナム）カン

パニーリミテッド

佛山富士離合器有限公司

光華興工業股份有限公司（現、

台灣富士離合器股份有限公司）

は、当連結会計年度において株

式を追加取得したことから、当

連結会計年度より連結の範囲に

含めております。

また、エフシーシー（ベトナ

ム）カンパニーリミテッド及び

佛山富士離合器有限公司につい

ては、当連結会計年度において

新たに設立したことにより当連

結会計年度より連結の範囲に含

めることといたしました。

(2) 非連結子会社の名称等

　ガンビット　リアルティ　イン

コーポレイテッド　他４社

（連結の範囲から除いた理由）

非連結子会社の総資産、売上高、

中間純損益（持分に見合う額）及

び利益剰余金（持分に見合う額）

等は、いずれも小規模であり、全

体としても中間連結財務諸表に重

要な影響を及ぼしておりません。

(2) 非連結子会社の名称等

　ガンビット　リアルティ　イン

コーポレイテッド　他４社

（連結の範囲から除いた理由）

同左

(2) 非連結子会社の名称等

ガンビット　リアルティ　イン

コーポレイテッド　他４社

（連結の範囲から除いた理由）

非連結子会社の総資産、売上高、

当期純損益（持分に見合う額）及

び利益剰余金（持分に見合う額）

等は、いずれも小規模であり、全

体としても連結財務諸表に重要な

影響を及ぼしておりません。
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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）

２．持分法の適用に関する事

項

(1）持分法適用の非連結子会社数

４社

常州光華興精機有限公司

 他３社

常州光華興精機有限公司、他

３社は、当中間連結会計期間に

おいて持分比率が増加したこと

から、当中間連結会計期間より

持分法適用の範囲に含めており

ます。

(1）持分法適用の非連結子会社数

４社

常州光華興精機有限公司

 他３社

常州光華興精機有限公司、他

３社の中間決算日が中間連結決

算日と異なるため、当該会社の

中間会計期間にかかる財務諸表

を使用しております。

(1）持分法適用の非連結子会社数

４社

常州光華興精機有限公司

 他３社

常州光華興精機有限公司、他

３社は、当連結会計年度におい

て持分比率が増加したことから、

当連結会計年度より持分法適用

の範囲に含めております。

常州光華興精機有限公司、他

３社の決算日が連結決算日と異

なるため、当該会社の事業年度

にかかる財務諸表を使用してお

ります。

(2）持分法適用の関連会社数

該当事項はありません。

なお、光華興工業股份有限公

司については「１．連結の範囲

に関する事項 (1) 連結子会社の

数」に記載のとおりであります。

(2）持分法適用の関連会社数

該当事項はありません。

(2）持分法適用の関連会社数

該当事項はありません。

なお、光華興工業股份有限公

司については「１．連結の範囲

に関する事項 (1) 連結子会社の

数」に記載のとおりであります。

(3）持分法非適用の非連結子会社及

び関連会社

　ガンビット　リアルティ　イン

コーポレイテッド

　持分法を適用していない非連結

子会社　ガンビット　リアルティ

　インコーポレイテッドは、中間

純損益（持分に見合う額）及び利

益剰余金（持分に見合う額）等か

らみて、持分法の対象から除いて

も中間連結財務諸表に及ぼす影響

が軽微であり、かつ、全体として

も重要性がないため持分法の適用

範囲から除外しております。

(3）持分法非適用の非連結子会社及

び関連会社

同左

(3）持分法非適用の非連結子会社及

び関連会社

ガンビット　リアルティ　イン

コーポレイテッド

　持分法を適用していない非連結

子会社　ガンビット　リアルティ

　インコーポレイテッドは、当期

純損益（持分に見合う額）及び利

益剰余金（持分に見合う額）等か

らみて、持分法の対象から除いて

も連結財務諸表に及ぼす影響が軽

微であり、かつ、全体としても重

要性がないため持分法の適用範囲

から除外しております。

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、エフシーシー

（タイランド）カンパニーリミテッ

ド、成都永華富士離合器有限公司、

上海中瑞・富士離合器有限公司、エ

フシーシー（ヨーロッパ）リミテッ

ド、エフシーシー　ド　ブラジル　

リミターダ、ピーティー　エフシー

シー　インドネシア及び光華興工業

股份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あたっ

て、これらの会社については、同決

算日現在の財務諸表を使用しており

ます。ただし、中間連結決算日まで

の期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。

連結子会社のうち、エフシーシー

（タイランド）カンパニーリミテッ

ド、成都永華富士離合器有限公司、

上海中瑞・富士離合器有限公司、エ

フシーシー（ヨーロッパ）リミテッ

ド、エフシーシー　ド　ブラジル　

リミターダ、ピーティー　エフシー

シー　インドネシア、台灣富士離合

器股份有限公司、エフシーシー（ベ

トナム）カンパニーリミテッド及び

佛山富士離合器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あたっ

て、これらの会社については、同決

算日現在の財務諸表を使用しており

ます。ただし、中間連結決算日まで

の期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。

連結子会社のうち、エフシーシー

（タイランド）カンパニーリミテッ

ド、成都永華富士離合器有限公司、

上海中瑞・富士離合器有限公司、エ

フシーシー（ヨーロッパ）リミテッ

ド、エフシーシー　ド　ブラジル　

リミターダ、ピーティー　エフシー

シー　インドネシア、台灣富士離合

器股份有限公司、エフシーシー（ベ

トナム）カンパニーリミテッド及び

佛山富士離合器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あたって、

これらの会社については、同決算日

現在の財務諸表を使用しております。

ただし、１月１日から３月31日まで

の期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。
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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）

４．会計処理基準に関する事

項

(イ）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

　中間連結決算日の市場価

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、売却原価は主

として総平均法により算定

しております。）

(イ）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

　中間連結決算日の市場価

格等に基づく時価法（評価

差額は、全部純資産直入法

により処理し、売却原価は

主として総平均法により算

定しております。）

(イ）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

　連結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、売却原価は主とし

て総平均法により算定して

おります。）

時価のないもの

　主として総平均法による

原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

②　デリバティブ

─────

②　デリバティブ

時価法 

②　デリバティブ

時価法 

③　たな卸資産

製品・仕掛品

　主として総平均法による原

価法

③　たな卸資産

製品・仕掛品

同左

③　たな卸資産

製品・仕掛品

同左

原材料・貯蔵品

　主として先入先出法による

原価法

原材料・貯蔵品

同左

原材料・貯蔵品

同左

(ロ）重要な減価償却資産の減価償

却の方法

①　有形固定資産

　当社及び国内連結子会社は定

率法を、また、在外連結子会社

は主として定額法を採用してお

ります。（ただし、当社及び国

内連結子会社は平成10年４月１

日以降に取得した建物（建物附

属設備を除く）は定額法を採用

しております。）

なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

建物及び構築物

７年～42年

機械装置及び運搬具

２年～10年

(ロ）重要な減価償却資産の減価償

却の方法

①　有形固定資産

同左

(ロ）重要な減価償却資産の減価償

却の方法

①　有形固定資産

同左

②　無形固定資産

　当社及び連結子会社は定額法

を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における利

用可能期間（５年）に基づく定

額法を採用しております。

②　無形固定資産

同左

②　無形固定資産

同左

(ハ）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　当社及び国内連結子会社は、

売上債権、貸付金等の貸倒損失

に備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率に基づき、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。

　また、在外連結子会社につい

ては、個別の債権の回収可能性

を勘案した所要見積額を計上し

ております。

(ハ）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

(ハ）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

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）

②　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の

支出に充てるため、支給見込額

のうち当中間連結会計期間負担

額を計上しております。

②　賞与引当金

同左

②　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の

支出に充てるため、支給見込額

に基づき計上しております。

③　役員賞与引当金

当社は、役員に対して支給す

る賞与の支出に充てるため、支

給見込額のうち当中間連結会計

期間負担額を計上しております。

③　役員賞与引当金

同左

③　役員賞与引当金

当社は、役員に対して支給す

る賞与の支出に充てるため、支

給見込額に基づき計上しており

ます。

④　退職給付引当金

　当社及び連結子会社の一部は、

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。

　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内の一定

の年数（18年）による定率法に

より按分した額を発生年度から

費用処理しております。

④　退職給付引当金

同左

④　退職給付引当金

　当社及び連結子会社の一部は、

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

に基づき計上しております。

　数理計算上の差異は、その発

生時の従業員の平均残存勤務期

間内の一定の年数（18年）によ

る定率法により発生年度から費

用処理しております。

⑤　役員退職慰労引当金

当社及び国内連結子会社の一

部は、役員の退職慰労金の支払

に備えるため、内規に基づく中

間期末要支給額を計上しており

ます。

⑤　役員退職慰労引当金

同左

⑤　役員退職慰労引当金

　当社及び国内連結子会社の一

部は、役員の退職慰労金の支払

に備えるため、内規に基づく期

末要支給額を計上しております。

(ニ）重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、中間

連結決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。な

お、在外子会社等の資産及び負

債は、中間決算日の直物為替相

場により円貨に換算し、収益及

び費用は期中平均相場により円

貨に換算し、換算差額は少数株

主持分及び資本の部における為

替換算調整勘定に含めておりま

す。

(ニ）重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、中間

連結決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。な

お、在外子会社等の資産及び負

債は、中間決算日の直物為替相

場により円貨に換算し、収益及

び費用は期中平均相場により円

貨に換算し、換算差額は純資産

の部における為替換算調整勘定

及び少数株主持分に含めて計上

しております。

(ニ）重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、連結

決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は損益と

して処理しております。なお、

在外子会社等の資産及び負債は、

在外子会社等の決算日の直物為

替相場により円貨に換算し、収

益及び費用は期中平均相場によ

り円貨に換算し、換算差額は少

数株主持分及び資本の部におけ

る為替換算調整勘定に含めて計

上しております。

(ホ）重要なリース取引の処理方法

　主として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。

(ホ）重要なリース取引の処理方法

同左

(ホ）重要なリース取引の処理方法

同左

(ヘ）その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事項

(ヘ）その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事項

(ヘ）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

　消費税及び地方消費税の会計

処理

　税抜方式によっております。

　消費税及び地方消費税の会計

処理

同左

　消費税及び地方消費税の会計

処理

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）

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

満期又は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

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

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）

 （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。これによる損益に与え

る影響はありません。　

──────  （固定資産の減損に係る会計基準）

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。　

──────  （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、69,191百万円であります。

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。

──────

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）

※　担保に供している資産並びに担保付債務

は次のとおりであります。

※　担保に供している資産並びに担保付債務

は次のとおりであります。

※　担保に供している資産並びに担保付債務

は次のとおりであります。

担保資産 担保資産 担保資産

建物    255百万円

土地 421

投資その他の資産そ

の他
617

合計 1,294

建物      243百万円

土地 421

投資その他の資産そ

の他
668

合計 1,333

建物     246百万円

土地 423

投資その他の資産そ

の他
618

合計 1,288

担保債務 担保債務 担保債務

短期借入金    52百万円

流動負債その他 566

長期借入金 206

固定負債その他 32

合計 857

短期借入金      52百万円

流動負債その他 608

長期借入金 126

固定負債その他 8

合計 796

短期借入金     45百万円

流動負債その他 585

長期借入金 133

固定負債その他 24

合計 788
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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．固定資産売却益の内訳は、次のとおり

であります。

※１．固定資産売却益の内訳は、次のとおり

であります。

※１．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  ３百万円 機械装置及び運搬具    12百万円 機械装置及び運搬具    13百万円

  

※２．固定資産除売却損の内訳は、次のとお

りであります。

※２．固定資産除売却損の内訳は、次のとお

りであります。

※２．固定資産除売却損の内訳は、次のとお

りであります。

売却損

機械装置及び運搬

具

 １百万円

除却損

建物及び構築物  33百万円

機械装置及び運搬

具

  197百万円

工具器具備品  ２百万円

合計   234百万円

売却損

機械装置及び運搬

具

   0百万円

除却損

建物及び構築物    3百万円

機械装置及び運搬

具

     103百万円

工具器具備品    8百万円

合計      115百万円

売却損

機械装置及び運搬

具

   ３百万円

除却損

建物及び構築物     44百万円

機械装置及び運搬

具

   266百万円

工具器具備品     ７百万円

合計      321百万円

※３．前期損益修正益は、エフシーシー（タ

イランド）カンパニーリミテッドにおけ

る過年度の輸入税に対する還付金であり

ます。

※３．　　　　　　同左 ※３．　　　　　　同左

────── ※４．前期損益修正損は、上海中瑞・富士離

合器有限公司における過年度の増値税の

納付によるものであります。

──────

－ 23 －



（中間連結株主資本等変動計算書関係）

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）

 １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間
末株式数（株）

発行済株式

普通株式（注）１． 26,322,015 26,322,015 － 52,644,030

合計 26,322,015 26,322,015 － 52,644,030

自己株式

普通株式（注）２． 1,582 1,864 － 3,446

合計 1,582 1,864 － 3,446

（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加26,322,015株は、平成18年４月１日付で１株につき２株の割合で実施した

株式分割（無償交付）によるものであります。

２．普通株式の自己株式の株式数の増加1,864株は、平成18年４月１日付で１株につき２株の割合で実施した株

　　　　　　式分割（無償交付）による増加1,582株及び単元未満株式の買取りによる増加282株であります。

 ２．配当に関する事項

 （1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月22日

定時株主総会
普通株式 552 21 平成18年３月31日 平成18年６月22日

 （2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成18年10月25日

取締役会
普通株式 684 利益剰余金 13 平成18年９月30日 平成18年12月８日

 

（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

※　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

※　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17年９月30日現在） （平成18年９月30日現在） （平成18年３月31日現在）

現金及び預金勘定     15,439百万円

預入期間が３か月を超え

る定期預金
  △402百万円

現金及び現金同等物    15,036百万円

現金及び預金勘定 17,502百万円

預入期間が３か月を超え

る定期預金
     △603百万円

現金及び現金同等物     16,899百万円

現金及び預金勘定     16,820百万円

預入期間が３か月を超え

る定期預金
     △483百万円

現金及び現金同等物    16,337百万円

①　リース取引

 ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。
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②　有価証券

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表計上
額（百万円）

差額（百万円）

(1) 株式 901 6,153 5,252

(2）債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3）その他 111 111 －

合計 1,012 6,265 5,252

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

区分 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 140

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表計上
額（百万円）

差額（百万円）

(1) 株式 931 7,646 6,715

(2）債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3）その他 － － －

合計 931 7,646 6,715

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

区分 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 176
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前連結会計年度末（平成18年３月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

(1) 株式 912 7,158 6,246

(2）債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3）その他 － － －

合計 912 7,158 6,246

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

区分 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 174

③　デリバティブ取引

　ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。

④　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）、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、二輪車・四輪車及び汎用機用クラッチの製造販売を主な事業としております。セグメント売

上高及び営業利益の金額は、全セグメント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、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

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)

アジア
(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
20,504 12,698 19,620 2,635 55,459 － 55,459

(2) セグメント間の内部

売上高
7,262 951 1,447 647 10,310 (10,310) －

計 27,767 13,649 21,068 3,283 65,769 (10,310) 55,459

営業費用 26,025 13,061 16,725 2,895 58,708 (10,294) 48,413

営業利益 1,742 588 4,342 388 7,061 (15) 7,046

（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．日本以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

(1) 北米…………………米国

(2) アジア………………タイ、フィリピン、中国、インド、インドネシア

(3) その他の地域………英国、ブラジル
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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)

アジア
(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
22,624 13,954 20,096 3,314 59,989 － 59,989

(2) セグメント間の内部

売上高
6,720 1,402 1,981 598 10,702 (10,702) －

計 29,344 15,356 22,078 3,913 70,692 (10,702) 59,989

営業費用 27,648 13,955 19,251 3,242 64,098 (10,916) 53,181

営業利益 1,695 1,400 2,826 670 6,593 213 6,807

（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．日本以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

(1) 北米…………………米国

(2) アジア………………タイ、フィリピン、中国、インド、インドネシア、ベトナム、台湾

(3) その他の地域………英国、ブラジル

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)

アジア
(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
42,893 27,853 41,344 5,462 117,553 － 117,553

(2) セグメント間の内部

売上高
14,317 2,254 3,039 1,155 20,767 (20,767) －

計 57,211 30,107 44,383 6,617 138,321 (20,767) 117,553

営業費用 53,639 27,706 37,100 5,742 124,188 (20,832) 103,356

営業利益 3,571 2,401 7,283 875 14,132 65 14,197

　（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．日本以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

(1) 北米…………………米国

(2) アジア………………タイ、フィリピン、中国、インド、インドネシア、ベトナム、台湾

(3) その他の地域………英国、ブラジル
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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 アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 14,409 19,781 2,848 37,039

Ⅱ　連結売上高（百万円）    55,459

Ⅲ　海外売上高の連結売上高に占

める割合（％）
26.0 35.7 5.1 66.8

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 アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 16,019 20,141 3,609 39,770

Ⅱ　連結売上高（百万円）    59,989

Ⅲ　海外売上高の連結売上高に占

める割合（％）
26.7 33.6 6.0 66.3

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）

北米 アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 31,294 41,563 5,949 78,807

Ⅱ　連結売上高（百万円）    117,553

Ⅲ　海外売上高の連結売上高に占

める割合（％）
26.6 35.3 5.1 67.0

　（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

(1) 北米………………米国

(2) アジア……………タイ、フィリピン、中国、インド、インドネシア、台湾

(3）その他の地域……英国、ブラジル、イタリア

３．海外売上高は、当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 2,212.14円

１株当たり中間純利益金額 152.86円

１株当たり純資産額 1,314.41円

１株当たり中間純利益金額       74.43円

１株当たり純資産額 2,464.09円

１株当たり当期純利益金額       333.94円

　当社は、平成16年11月22日付で１株につき

1.5株の割合で株式分割（無償交付）を実施し

ております。なお、当該株式分割が前中間会

計期間の期首に行われたと仮定した場合の前

中間連結会計期間における１株当たりの情報

については、以下のとおりとなります。

　当社は、平成18年４月１日付で１株につき

２株の割合で株式分割（無償交付）を実施し

ております。

　なお、当該株式分割が前期首に行われたと

仮定した場合の１株当たり情報については、

それぞれ以下のとおりとなります。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、潜在株式が存在していな

いため記載しておりません。

１株当たり純資産額 1,870.81円

１株当たり中間純利益金額       161.26円

　また、潜在株式調整後１株当たり中間

純利益金額については、潜在株式が存在

していないため記載しておりません。

前中間連結会計期

間
前連結会計年度

１株当たり純資産

額

１株当たり当期純

資産額

 1,106.07円  1,232.05円

１株当たり中間純

利益金額

１株当たり当期純

利益金額

 76.43円  166.97円

　また、潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額については、潜在株式が存在していな

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） 4,023 3,918 8,789

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益

（百万円）
4,023 3,918 8,789

期中平均株式数（千株） 26,321 52,640 26,320

（重要な後発事象）

 　 該当事項は、ありません。
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５．生産、受注及び販売の状況

(1）生産実績

 

事業の部門別の名称

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）

 金額（百万円）  構成比（％） 金額（百万円）  構成比（％） 金額（百万円）  構成比（％）

二輪車用クラッチ 27,506 49.1 29,309 49.1 59,198 50.0

四輪車用クラッチ 22,926 41.0 24,692 41.4 48,111 40.6

その他 5,551 9.9 5,693 9.5 11,196 9.4

合計 55,983 100.0 59,695 100.0 118,506 100.0

　（注）１．金額は販売価格によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）受注状況

 

 

事業の部門別の名称

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）

 受注高

 （百万円）

 受注残高

 （百万円）

 受注高

 （百万円）

 受注残高

 （百万円）

 受注高

 （百万円）

 受注残高

 （百万円）

二輪車用クラッチ 28,397 5,300 30,140 5,269 58,843 4,762

四輪車用クラッチ 22,972 4,078 25,451 4,627 48,002 3,727

その他 5,769 960 5,958 854 11,238 700

合計 57,138 10,338 61,550 10,750 118,083 9,189

　（注）１．金額は販売価格によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3）販売実績

 

事業の部門別の名称

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）

 金額（百万円）  構成比（％） 金額（百万円）  構成比（％） 金額（百万円）  構成比（％）

二輪車用クラッチ 27,411 49.4 29,633 49.4 58,395 49.7

四輪車用クラッチ 22,476 40.5 24,551 40.9 47,857 40.7

その他 5,572 10.1 5,804 9.7 11,301 9.6

合計 55,459 100.0 59,989 100.0 117,553 100.0

　（注）１．金額は販売価格によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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