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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  

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 49,702 7.8 △179 ─ △386 ─

17年９月中間期 46,107 26.6 △415 ─ △463 ─

18年３月期 93,514 16.3 △412 ─ △447 ─

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 △384 ― △7.24 ─

17年９月中間期 △420 ─ △7.91 ─

18年３月期 △667 ─ △12.57 ─
（注）①持分法投資損益 18年９月中間期 △4百万円 17年９月中間期 △1百万円 18年３月期 △18百万円

②期中平均株式数（連結） 18年９月中間期 53,096,465株 17年９月中間期 53,108,426株 18年３月期 53,105,166株

③会計処理方法の変更 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

(2）連結財政状態  

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 69,198 16,830 24.3 316.99

17年９月中間期 61,404 18,224 29.7 343.16

18年３月期 67,479 18,459 27.4 347.64
（注）期末発行済株式数（連結） 18年９月中間期 53,093,466株 17年９月中間期 53,105,638株 18年３月期 53,099,351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

百万円 百万円 百万円 百万円

18年９月中間期 △2,922 △3,404 3,369 2,822

17年９月中間期 22 △2,392 2,154 4,271

18年３月期 1,734 △5,716 4,415 5,361

(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 0社 持分法適用関連会社数 2社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結（新規） 2社 （除外） 0社 持分法（新規） 0社 （除外） 0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 100,000 △50 △350

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　 △6円59銭

※　上記記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しています。

※　上記の予想につきましては、中間決算短信（連結）の６ページに記載の「業績予想に関する注意事項」にご留意下さ

い。



１．企業集団の状況
　当社グループは、当社、子会社17社、関連会社２社及びその他の関係会社２社で構成され、自動車部品及び非自動車

部品の製造販売を主な内容としております。

　当社グループの事業に係わる位置づけ、及び事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおりであります。なお、こ

のセグメント区分は、後出の２５頁④セグメント情報のａ.事業の種類別セグメント情報と同一の区分であります。

自動車部品事業

ステアリング部品…………当社が製造販売するほか、子会社九州富士機工株式会社が製造しており、当社で仕入れ

て販売しております。また子会社ダグラス・オートテック・コーポレーション、フジ・

オートテック・ＡＢ、ＰＴ・オートテック・インドネシア、フジ・オートテック・フラ

ンス・Ｓ．Ａ．Ｓ．、フジ・コーヨー・チェコ・ｓ．ｒ．ｏ．、株式会社富士機工クラ

タ及び関連会社協富光洋（厦門）機械工業有限公司が製造販売しております。その他の

関係会社株式会社ジェイテクトに対して当該製品の一部を販売しております。

なお、子会社サミット・フジキコー・クラタ・マニュファクチャリング・Ｃｏ.,Ｌｔ

ｄ.については未操業であります。

シート部品…………………当社が製造販売するほか、子会社東三河富士機工株式会社、九州富士機工株式会社、磐

田富士機工株式会社が製造しており、当社で仕入れて販売しております。その他の関係

会社株式会社タチエスに対して当該製品の一部を販売しております。また、子会社フジ・

オートテック・ユーエスエー・エルエルシー及び広州富士機工汽車部件有限公司が製造

販売しております。

シフター部品………………当社が製造販売するほか、子会社若泉富士機工株式会社が製造しており、当社で仕入れ

て販売しております。また子会社ダグラス・オートテック・コーポレーション及び関連

会社常裕富士機工股份有限公司が製造販売しております。

機関駆動部品………………当社が製造販売しております。

大型車部品…………………当社が製造販売しております。

その他自動車部品…………当社が製造販売しております。

非自動車部品事業……………電子機器については、子会社國洋電機工業株式会社が製造販売しております。また、テ

トラパック製造機については子会社フジ・オートテック・ＡＢが製造販売しております。
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　事業の系統図は次のとおりであります。
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　○　連結子会社

　※　持分法適用関連会社
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２．経営方針
１．経営の基本方針

　当社グループは、「誰からも喜ばれる専門メーカーになる」を基本理念として掲げ、品質最優先に徹し、人と車の

安全と快適さを追求した魅力ある製品を作るべく全社を挙げて努力しております。「品質」と「環境」および「コス

ト」を基軸として適正利潤を確保し社会貢献することにより、お客様、株主様、地域社会、協力メーカー、従業員を

含めたすべてのステークホルダーの皆様に貢献し喜んでいただき、永続的に発展する企業となることを目指して参り

ます。

 

２．利益配分に関する基本方針

　当社の利益配分に関する基本方針は、事業年度毎の損益状況、事業展開の計画とその推移および配当性向等を総合

的に勘案し、安定した配当を行っていくことを基本としております。また、キャッシュ・フローは、長期的な視点で

の投資効率を考慮しながら国内外の設備投資に充当し、併せて外部負債の返済等にも充当しております。  

３．中長期的な会社の経営戦略

　当社グループは、グローバル企業としての更なる発展を経営戦略の根幹に据え、グローバルな展開を急ピッチに進

める自動車メーカーのニーズを先取りする形で、一昨年来、欧米や中国を中心に生産拠点の拡大・増強を積極的に行っ

ております。その結果、世界各地での売上高が順調に伸びている事に加え今後の新規立上げ予定からみて平成１８年

度の売上高は１，０００億円の大台に乗ることがほぼ確実な状況となり、平成１９年度１，０００億円の公約を約１

年早く達成出来る見込みであります。新規に進出し、生産を開始した工場は何れも計画を上回る業績を挙げており、

日本国内での車の需要が頭打ちとなっている環境下、これらの世界各地での生産拠点の売上の伸びが日本国内の売上

の伸びを大きく上回っていくものと思われます。また、当面は償却費の負担等により操業赤字が発生するものの、量

産が本格化した段階ではグループの収益の柱として育っていく事が期待されます。その中でも、平成１６年度末に操

業を開始したチェコのステアリングコラム生産工場は、日系の大手自動車メーカー向けにコラムを納入し高い品質評

価を得ている一方、大手欧州自動車メーカーの主力車種向けコラムの生産を開始する等、順調に業績を伸ばしており

ます。現在、ステアリングコラムの海外での本格的生産拠点は７拠点あり、欧州・北米・中国・東南アジアとグロー

バルな生産体制が整っております。さらに、タイ国に於いてタイ国大手自動車メーカーであるサミット・オート・ボ

ディ・インダストリー社とステアリングコラム用の合弁会社を平成１８年６月に設立いたしました。当社が海外に進

出する場合には確実な受注の裏付けを拠り所としておりますので、その他グローバルに展開した拠点についても、生

産が本格化していくに従い計画通りの業績を挙げていくものと思われます。

　上記の通り、当社グループは全世界で同品質の製品を供給出来る生産拠点をグローバルに展開しておりますが、新

製品や新機能の開発につきましては日本の開発本部が集中的に行っており、世界初、あるいは日本初の製品開発に取

組んでおります。もともと、当社グループは機械加工技術に定評がありましたが、かかる開発体制を整備したことで

固有技術を生かした製品の開発に成功し、自動車メーカー各社から注目され、採用される見込みの高い製品が出てき

ている事から、今後の売上、収益何れにも大きく寄与していく事が期待できる状況になっております。

　 当社グループは主力製品のシート部品では世界的にも高い評価を得ているリクライナーを軸にグローバルで売上を

伸ばしている他、もう一つの主力製品であるステアリングコラムでも高い性能と豊富な品揃えを武器にグローバルで

売上を伸ばしております。また、株主である株式会社ジェイテクトや資本提携を行っている株式会社タチエスとのシ

ナジー効果が世界的に発揮され、日米欧の自動車メーカー各社との取引伸長に結びついており、地球規模に展開する

生産拠点と評価の高い製品を背景に業容の拡大を目指していく所存であります。

４．会社の対処すべき課題

　当社グループは、今後も厳しさを増す経営環境のもとで、従来に引き続き品質最優先の徹底を図り、魅力ある製品・

高付加価値製品の開発を強化することで、変化への対応力・競争力を高め、売上高の増大を図り、「誰からも喜ばれ

る専門メーカーになる」を基本理念に掲げ経営基盤を築いて参ります。そのなかの第一の課題が品質の向上でありま

す。運転者に安全と快適さを提供し、顧客である自動車メーカーに満足し喜んで頂くためにグローバルな製品供給体

制の確保と併せて均一かつハイレベルな品質の確保に今後ともグループを挙げ全力で取り組んで行く所存であります。

 第二の課題として人材の育成があります。景気の回復と少子化の影響から人材の確保が従来に比して難しくなってお

りますが、新卒・中途採用にこだわらず優秀な人材の新規採用に努め、グループ内企業間の人材交流を活発にし、教

育体制を見直し、より効果的な人材育成を図りプロフェッショナルとしてグローバルに通用する人材を確保して行く

所存であります。また、組織の各部門が、より有機的で効果的な活動ができるような機構改革（組織の再編）につい

ても今後の継続的な検討課題とし、必要に応じタイムリーな改革を行ってまいります。
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３．経営成績及び財政状態
１．経営成績

１）当中間期の業績概況

 

　当中間期の我が国経済は、企業収益の改善による設備投資の増加や個人消費の穏やかな増加により、回復傾向で

推移しました。しかしながら、原油をはじめとする素材価格の高止まり傾向は依然として改善されず、地政学的な

懸念も広がる等、我が国経済の動向については留意すべき情勢が続いております。

　海外におきましては、米国経済は原油価格の高騰、住宅バブルに対する懸念、金利の上昇等から家計部門を中心

に減速の動きがみられ、また、ユーロ圏経済では個人消費はやや鈍化したものの企業の設備投資は大きく増加する

等、堅調な動きとなりました。一方、アジア圏経済では、中国経済の拡大基調が域内外の景気拡大に大きく寄与し

ています。

　当社グループが関連する自動車業界におきましては、国内では、国内新車販売台数は前年同期を下回りましたが、

輸出向けを含む国内総生産台数は前年同期を上回り順調に推移しました。しかしながら当社の主要得意先におきま

してはモデルチェンジの端境期に入ったこともあり、販売台数、生産台数いずれも前年同期を下回る結果となりま

した。海外では、北米はガソリン価格高騰の影響で小型トラック生産は大きく落ち込んだ反面、乗用車生産は増産

となり、全体では増加しました。欧州では乗用車生産は西欧から中東欧への生産シフトがより顕著となり、中東欧

生産が前年同期比２桁増となりました。自動車産業の進出著しいアジア各国の自動車生産は、台湾、インドネシア

では減産となりましたが、中国、インド、タイ等で増産となりました。

　このような経営環境下で、当社グループは競争力のある製品の開発・生産に取り組み、ステアリング部品事業に

おきます株式会社ジェイテクト、シート部品事業におきます株式会社タチエスとのシナジー効果及び海外子会社の

生産本格化による売上への寄与等により、前年同期に比べ増収となりました。

  また、当社グループの海外事業に関しましては、北米においては、前期末より操業開始に伴い連結対象となった

子会社(フジ・オートテック・ユーエスエー・エルエルシー)のシート部品事業の売上高も寄与し、北米全体の売上

高は前年同期比８.２％増の８８億１千万円となりました。

　欧州においては、中国向けテトラパック生産設備の生産増(フジ・オートテック・ＡＢ)、新規部品の納入開始及

び工場の生産本格化(フジ・コーヨー・チェコ・ｓ．ｒ．ｏ．)等により、欧州全体の売上高は、前年同期比　

 ２８.７％増の１２２億８千２百万円となりました。　

  その他の地域においては、インドネシアにおけるコラム部品事業の売上高が同国の自動車生産台数の減産に伴い

やや減少したものの、当中間期より操業開始に伴い連結対象となった中国におけるシート部品事業子会社(広州富士

機工汽車部件有限公司)の売上高も寄与し、その他地域全体の売上高は、前年同期比９９.７％増の７億１百万円と

なりました。

　この結果、当中間期の連結売上高は４９７億２百万円と前期を７.８％上回りましたが、損益につきましては、国

内主要得意先の生産台数の減少に伴う売上減、新規生産立上げに伴う費用の発生、品質管理強化費用の発生、材料

費高騰及び新規連結対象となった子会社の操業に伴う費用の発生等により、営業利益は△１億７千万円９百万円（前

年同期は４億１千５百万円の損失）となり、経常利益は△３億８千６百万円（前年同期は４億６千２百万円の損失）

となりました。

　一方、税金等調整前中間純利益は△５億１千５百万円となり、中間期純利益は△３億８千４百万円となりました。

２）当中間期のセグメント別の概況

①　当社（連結）の事業別売上高

 （金額単位：百万円未満切捨て）

事業分野
17年９月中間期 18年９月中間期 18年３月期

ウェイト（％） 売上高 ウェイト（％） 売上高 ウェイト（％） 売上高

ステアリング部品 46.8 21,559 46.4 23,073 46.3 43,341

シート部品 27.3 12,571 27.4 13,608 27.8 26,011

シフター部品 12.0 5,518 10.1 4,996 11.8 11,026

機関駆動部品 6.6 3,060 5.7 2,843 6.7 6,228

大型車部品 1.8 836 1.6 811 1.7 1,627

その他自動車部品 2.3 1,072 1.5 740 2.0 1,890

非自動車部品 3.2 1,489 7.3 3,628 3.6 3,387

合計 100.0 46,107 100.0 49,701 100.0 93,514
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②　地域別売上高

 （金額単位：百万円未満切捨て）

地域
17年９月中間期 18年９月中間期 18年３月期

ウェイト（％） 売上高 ウェイト（％） 売上高 ウェイト（％） 売上高

日本国内 60.9 28,070 56.1 27,907 61.6 57,646

北米 17.7 8,143 17.7 8,810 18.0 16,836

ヨーロッパ 20.7 9,541 24.7 12,282 19.6 18,308

その他 0.8 351 1.4 701 0.8 722

合計 100.0 46,107 100.0 49,701 100.0 93,514

③　当中間期連結損益計算書

連結売上高 49,702百万円

連結営業利益 △179百万円

連結経常利益 △386百万円

連結税金等調整前中間純利益 △515百万円

連結中間純利益 △384百万円

２．財政状態

①　連結貸借対照表

　当中間連結会計年度における総資産につきましては、操業開始に伴い当期より新たに連結対象となった子会社（広

州富士機工汽車部件有限公司、株式会社富士機工クラタ）の資産が加算され、前期末に比べ1,718百万円増加いたし

ました。主なものは、建物、土地等の有形固定資産（1,535百万円）、受取手形及び売掛金（4,344百万円）であり、

投資有価証券につきましては時価の低下に伴う減少（1,915百万円）等がありました。

　負債につきましては、前期末に比べ3,058百万円増加しました。主なものは、上記子会社の加算も含め短期借入金

（775百万円）、長期借入金（3,187百万円）等であります。

　純資産につきましては、その他有価証券評価差額金が1,156百万円、利益剰余金が699百万円それぞれ減少し、全

体では1,339百万円の減少となりました。

　

流動資産 38,555百万円 （前期末比  2,632 百万円）

固定資産 30,624百万円 （前期末比  △895百万円）

総資産 69,198百万円 （前期末比   1,720百万円）

負債 50,625百万円 （前期末比   3,059百万円）

株主資本 16,830百万円 （前期末比 △1,629百万円）

株主資本比率 24.3％ （前期末比　　   △3.1％）

②　キャッシュ・フロー

　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、2,822百万円となり、

前年同期と比べ1,449百万円（33.9％）の減少となりました。

　当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動に使用した資金は、2,921百万円となり、前年同期に比べ2,943百万円増加いたしました。

　これは主に、減価償却費の増加638百万円等があったものの、売上増に伴う売上債権、棚卸資産が前年同期に

比べそれぞれ2,688百万円、947百万円増加したことによります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動に使用した資金は、3,404百万円と前年同期と比べ1,011百万円の増加となりました。

　これは主に、有形固定資産の取得による支出があったことによります。
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（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果得られた資金は、3,368百万円と前年同期と比べ1,215百万円の増加となりました。

　これは主に、長期資金の借入による収入（純増減額）3,431百万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。

17年３月期 18年３月期 19年３月期

中間 期末 中間 期末 中間

自己資本比率（％） 28.7 31.8 29.7 27.4 24.3

時価ベースの自己資本比率

（％）
36.6 46.1 38.9 33.1 24.7

債務償還年数（年） 6.2 6.4 116.9 12.0 　――

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
15.0 9.2 0.5 5.0 ――

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

 (中間期については、営業キャッシュ・フローを年額に換算しております)

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

＊いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

＊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負債を対

象としております。

＊営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結(中間連結)キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活

動にによるキャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。

＊平成１９年３月期中間の債務償還年数（年）及びインタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）は、営業キャッ

シュ・フローがマイナスであるため記載しておりません。

３．通期（平成19年３月期）の見通し

　自動車部品業界は、世界最適調達の動きを急ピッチで進める完成車メーカーに対応して、グローバルな供給体制を

構築する一方、年々要求レベルが高まる高品質の製品開発に力を入れております。

　当社は、品質第一を心がけ製品造りに取組んでおりますが、安全性の向上、地球環境保護に貢献する製品開発を通

じ、消費者に喜ばれる製品を提供する事で激しさを増す国際競争力をつけていく所存でございます。

　しかしながら、当中間連結会計期間以降の我が国経済の見通しにつきましては、不安定な国際情勢、原材料価格の

高騰、不透明な為替動向及び世界的な金利の上昇傾向など引き続き厳しい経営環境が続く中で、海外展開への先行投

資も継続して実施して行かねばなりません。

　かかる環境下に於いて、当社グループと致しましては日系自動車メーカーへの積極的な拡販活動の他、グローバル

サプライヤーとしての営業活動も更に一層推し進める事で、売上高を確保する一方、着実に合理化を進める事で収益

レベルの改善を図って参る所存です。

　平成１９年３月期につきましては連結決算ベース売上高１０００億円、経常利益△５０百万円、当期純利益△３億

５０百万円を見込んでおります。

業績予想に関する注意事項

　当中間決算短信（連結）及び個別中間財務諸表の概要に記載されている平成19年３月期の業績予想ならびに将来予

想に関する記載内容につきましては、いずれも当社グループの事業に関連する業界動向の見通しをはじめ、国内及び

諸外国の経済状況、並びに各種通貨（特に円と米ドル）の間の為替レートの変動、その他業績に変動を与える要因に

ついて、現時点で入手可能な情報をもとにした見通しを前提としております。これらは、市況、競争状況、新製品の

導入及びその成否等多くの不確実な要因の影響を受けます。従って、実際の売上高及び利益等は、当中間決算短信（連

結）及び個別中間財務諸表の概要に記載されている予想数値と大きく異なる場合がありますことをご承知おきくださ

い。
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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（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金   3,764,981   2,886,149   4,735,855  

２．受取手形及び売掛
金

※３  21,825,553   26,982,310   22,637,681  

３．有価証券   526,699   80,276   772,912  

４．棚卸資産   5,602,169   6,914,931   6,347,046  

５．その他   1,143,117   2,047,161   1,702,032  

６．貸倒引当金   △133,540   △355,386   △272,349  

流動資産合計   32,728,980 53.3  38,555,442 55.7  35,923,178 53.2

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産
※１
※２

         

(1）建物及び構築物   3,465,134   6,049,197   5,235,779  

(2）機械装置及び運
搬具

  9,733,304   11,671,694   11,484,498  

(3) 土地   2,868,889   3,537,786   2,923,835  

(4) 建設仮勘定   2,827,944   2,308,761   2,340,781  

(5）その他   1,644,164   1,803,030   1,850,341  

有形固定資産合計   20,539,437 33.4  25,370,470 36.7  23,835,236 35.3

２．無形固定資産           

(1）連結調整勘定   533,198   308,139   359,516  

(2）その他 ※２  726,476   499,037   774,798  

無形固定資産合計   1,259,674 2.1  807,177 1.2  1,134,314 1.7

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券   6,484,969   4,085,429   6,212,727  

(2）その他   335,277   360,880   337,296  

(3）貸倒引当金   △26   △23   △23  

投資その他の資産
合計

  6,820,220 11.1  4,446,286 6.4  6,550,000 9.7

固定資産合計   28,619,333 46.6  30,623,934 44.3  31,519,551 46.7

Ⅲ　繰延資産   56,098 0.1  18,318 0.0  36,262 0.1

資産合計   61,404,411 100.0  69,197,696 100.0  67,478,993 100.0
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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（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．支払手形及び買掛
金

  16,383,002   17,824,910   16,329,049  

２．短期借入金 ※２  7,368,429   10,204,075   9,428,501  

３．未払費用   3,078,891   3,324,309   3,483,223  

４．製品保証引当金   318,930   227,144   284,902  

５．その他   1,077,370   1,537,347   2,894,225  

流動負債合計   28,226,623 46.0  33,117,785 47.9  32,419,902 48.0

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金 ※２  10,408,388   14,199,680   11,012,169  

２．退職給付引当金   366,747   427,631   427,503  

３．役員退職慰労引当
金

  66,014   65,140   87,128  

４．退職者医療保険引
当金

  1,157,684   1,296,990   1,239,496  

５．その他   1,972,915   1,517,801   2,380,744  

固定負債合計   13,971,750 22.7  17,507,244 25.3  15,147,041 22.4

負債合計   42,198,374 68.7  50,625,032 73.2  47,566,944 70.4

           

（少数株主持分）           

少数株主持分   982,170 1.6  － －  1,452,784 2.2

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   5,985,638 9.8  － －  5,985,638 8.9

Ⅱ　資本剰余金   4,791,810 7.8  － －  4,791,810 7.1

Ⅲ　利益剰余金   6,353,075 10.3  － －  5,788,973 8.6

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

  1,415,906 2.3  － －  1,864,116 2.8

Ⅴ　為替換算調整勘定   △301,897 △0.5  － －  52,073 0.1

Ⅵ　自己株式   △20,667 △0.0  － －  △23,348 △0.1

資本合計   18,223,866 29.7  － －  18,459,263 27.4

負債、少数株主持分及
び資本合計

  61,404,411 100.0  － －  67,478,993 100.0

           

           

 （純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   － －  5,985,638 8.7  － －

２．資本剰余金   － －  4,791,810 6.9  － －

３．利益剰余金   － －  5,089,825 7.3  － －

４．自己株式   － －  △25,433 △0.0  － －

 株主資本合計   － －  15,841,841 22.9  － －

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評価
差額金

  － －  708,066 1.0  － －

２．為替換算調整勘定   － －  280,180 0.4  － －

 評価・換算差額等合計   － －  988,247 1.4  － －

 Ⅲ　少数株主持分   － －  1,742,575 2.5  － －

純資産合計   － －  18,572,663 26.8  － －

 負債純資産合計   － －  69,197,696 100.0  － －
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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

内訳(千円) 金額(千円)
百分比
（％）

内訳(千円) 金額(千円)
百分比
（％）

内訳(千円) 金額(千円)
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   46,107,168 100.0  49,701,957 100.0  93,514,016 100.0

Ⅱ　売上原価   41,772,056 90.6  44,564,416 89.7  84,583,951 90.5

売上総利益   4,335,112 9.4  5,137,540 10.3  8,930,065 9.5

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

          

１．荷造運送費  1,032,034   1,040,212   2,066,948   

２．給料賃金  1,775,554   2,267,700   3,539,375   

３．退職給付費用  53,379   64,929   118,652   

４．研究開発費  599,873   533,431   1,108,508   

５．その他  1,289,438 4,750,280 10.3 1,410,295 5,316,567 10.7 2,508,350 9,341,835 9.9

営業損失（△）   △415,168 △0.9  △179,028 △0.4  △411,770 △0.4

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  6,686   19,011   42,795   

２．受取配当金  15,770   20,236   34,969   

３．為替差益  105,022   82,091   308,989   

４．雑収入  54,049 181,529 0.4 53,542 174,882 0.4 152,402 539,157 0.5

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  157,965   244,365   344,086   

２．持分法による投資
損失

 877   3,605   17,933   

３．雑損失  70,112 228,955 0.5 134,052 382,023 0.8 212,555 574,575 0.6

経常損失（△）   △462,594 △1.0  △386,169 △0.8  △447,188 △0.5

Ⅵ　特別利益           

１．固定資産売却益 ※１ 32,125   －   38,866   

２．投資有価証券売却
益

 －   －   －   

３．関係会社株式売却
益

 －   －   －   

４．貸倒引当金戻入益

 

30,069   －   －   

５．製品保証引当金戻
入益

－ 62,194 0.1 － － － 27,240 66,106 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）

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

内訳(千円) 金額(千円)
百分比
（％）

内訳(千円) 金額(千円)
百分比
（％）

内訳(千円) 金額(千円)
百分比
（％）

Ⅶ　特別損失           

１．棚卸資産除却損  －   64,749   －   

２．固定資産除却損 ※２ 22,851   25,780   65,778   

３．製品補償費用  － 22,851 0.0 38,704 129,235 0.3 － 65,778 0.1

税金等調整前中間
（当期）純損失
（△）

  △423,250 △0.9  △515,404 △1.1  △446,861 △0.5

法人税、住民税及
び事業税

 70,113   88,538   426,382   

法人税等調整額  △38,600 31,513 0.1 △191,443 △102,905 △0.2 △149,032 277,350 0.3

少数株主損失   34,698 0.1  28,108 0.1  56,796 0.1

中間（当期）純損
失（△）

  △420,065 △0.9  △384,391 △0.8  △667,415 △0.7

           

(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

内訳(千円) 金額(千円) 内訳(千円) 金額(千円)

（資本剰余金の部）      

Ⅰ　資本剰余金期首残高   4,791,810  4,791,810

Ⅱ　資本剰余金中間期末(期末)残高   4,791,810  4,791,810

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ　利益剰余金期首残高   6,947,477  6,947,477

Ⅱ　利益剰余金減少高      

１．中間(当期)純損失  420,065  667,415  

２．配当金  159,336  159,336  

３．役員賞与  15,000  15,000  

４．連結子会社増加に伴う減少
高 

 －  257,423  

５．持分変動に伴う減少高  － 594,402 59,329 1,158,504

Ⅳ　利益剰余金中間期末(期末)残高   6,353,075  5,788,973
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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

（千円）
5,985,638 4,791,810 5,788,973 △23,348 16,543,074

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）   △265,496  △265,496

中間純損失(△)   △384,391  △384,391

自己株式の取得    △2,085 △2,085

連結範囲の変動による剰余金の

減少
  △49,259  △49,259

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

（千円）
－ － △699,147 △2,085 △701,233

平成18年９月30日　残高

（千円）
5,985,638 4,791,810 5,089,825 △25,433 15,841,841

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

（千円）
1,864,116 52,073 1,916,189 1,452,784 19,912,048

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当     △265,496

中間純損失(△)     △384,391

自己株式の取得     △2,085

連結範囲の変動による剰余金の

減少
    △49,259

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）
△1,156,050 228,107 △927,942 289,790 △638,151

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
△1,156,050 228,107 △927,942 289,790 △1,339,385

平成18年９月30日　残高

（千円）
708,066 280,180 988,247 1,742,575 18,572,663

 （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る。
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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（千円） 金額（千円） 金額（千円）

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)純損失
（△）

 △423,250 △515,404 △446,861

減価償却費  1,544,585 2,182,776 3,512,984

連結調整勘定償却額  68,042 51,376 109,236

退職給付引当金の増加額  41,421 91 102,059

貸倒引当金の増加額又は減少額
(△)

 △37,466 83,856 92,538

退職者医療保険引当金の増加額  41,592 87,203 48,237

製品保証引当金の増加額又は減
少額（△）

 64,310 △56,202 22,832

受取利息及び受取配当金  △22,457 △39,247 △77,765

支払利息  157,965 244,365 344,086

為替差益(△)又は差損  △7,256 962 △21,805

持分法による投資損失  877 3,605 17,933

有形固定資産売却益  △32,125  ――― △38,866

棚卸資産除却損   ――― 64,749  ―――

有形固定資産除却損  22,851 25,780 65,778

売上債権の増加額  △1,375,676 △4,064,510 △1,305,482

棚卸資産の増加額(△)又は減少
額

 405,789 △541,721 △85,392

仕入債務の増加額又は減少額
（△）

 470,729 △436,827 210,245

未払費用の増加額  △504,089 △20,984 △216,384

未払消費税等の増加額  4,039 27,457 11,940

役員賞与の支払額  △15,000 ――― △15,000

その他  146,018 149,333 302,845

小計  550,899 △2,753,339 2,633,158

利息及び配当金の受取額  25,158 39,247 80,466

利息の支払額  △157,965 △244,365 △344,086

法人税等の支払額  △396,259 36,893 △635,864

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

 21,833 △2,921,563 1,733,676
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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（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

    

有形固定資産の取得による支出  △3,467,128 △3,061,740 △6,808,274

有形固定資産の売却による収入  1,560,870 56,216 1,848,061

無形固定資産の取得による支出  △18,368 △40,464 △169,287

投資有価証券の取得による支出  △430,900 △312,158 △430,900

その他  △36,834 △46,193 △155,360

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

 △2,392,361 △3,404,341 △5,715,761

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  △387,414 250,508 1,008,939

長期借入による収入  4,974,263 5,574,643 7,759,940

長期借入金の返済による支出  △2,379,724 △2,143,406 △4,209,924

少数株主からの払込による収入  180,136 ――― 185,520

社債の発行による収入  ――― ――― 50,000

社債の償還による支出  △30,000 △30,000 △130,000

配当金の支払額  △159,292 △265,496 △159,774

少数株主への配当金の支払額  △16,860 △15,330 △16,860

その他  △26,937 △2,085 △72,487

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

 2,154,171 3,368,834 4,415,353

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差
額

 △23,391 17,997 30,270

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額又は
減少額(△)

 △239,748 △2,939,073 463,539

Ⅵ　現金及び現金同等物期首残高  4,306,434 5,361,379 4,306,434

Ⅶ　連結追加による期首現金及び現金
同等物の増加高

 204,533 399,774 591,406

Ⅷ　現金及び現金同等物中間期末（期
末）残高

※ 4,271,218 2,822,080 5,361,379
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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

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）連結子会社数　10社

　連結子会社名　九州富士機工㈱、若泉

富士機工㈱、東三河富士機工㈱、國洋電

機工業㈱、エフ・エイ㈱、ダグラス・

オートテック・コーポレーション、フ

ジ・オートテック・ＡＢ、ＰＴ・オート

テック・インドネシア、フジ・オート

テック・フランス・Ｓ.Ａ.Ｓ. 、フジ・

コーヨー・チェコ・s.r.o.  

なお、フジ・コーヨー・チェコ・

s.r.o.については、操業開始に伴い、当

中間連結会計期間から連結の範囲に含め

ている。

(1）連結の範囲に関する事項

１）連結子会社数　15社

　連結子会社名　九州富士機工㈱、若泉

富士機工㈱、東三河富士機工㈱、國洋電

機工業㈱、磐田富士機工㈱、㈱富士機工

クラタ、ダグラス・オートテック・コー

ポレーション、フジキコーオブユーエス

エー・コーポレーション、フジ・オート

テック・ユーエスエー・エルエルシー、

フジ・オートテック・ＡＢ、フジ・オー

トテック・ヨーロッパ・Ｓ.Ａ.Ｓ.、フ

ジ・オートテック・フランス・Ｓ.Ａ.

Ｓ. 、フジ・コーヨー・チェコ・

s.r.o.、ＰＴ・オートテック・インドネ

シア 、広州富士機工汽車部件有限公司 

なお、㈱富士機工クラタ、広州富士機

工汽車部件有限公司 については、操業

開始に伴い、当中間連結会計期間から連

結の範囲に含めている。

(1）連結の範囲に関する事項

１）連結子会社数　13社

　連結子会社名　九州富士機工㈱、若泉

富士機工㈱、東三河富士機工㈱、國洋電

機工業㈱、磐田富士機工㈱、ダグラス・

オートテック・コーポレーション、フジ

キコーオブユーエスエー・コーポレー

ション、フジ・オートテック・ユーエス

エー・エルエルシー、フジ・オートテッ

ク・ＡＢ、フジ・オートテック・ヨー

ロッパ・Ｓ.Ａ.Ｓ.、フジ・オートテッ

ク・フランス・Ｓ.Ａ.Ｓ. 、フジ・コー

ヨー・チェコ・s.r.o.、ＰＴ・オート

テック・インドネシア  

フジ・コーヨー・チェコ・s.r.o.、フ

ジ・オートテック・ユーエスエー・エル

エルシーについては操業開始に伴い、フ

ジキコーオブユーエスエー・コーポレー

ションはフジ・オートテック・ユーエス

エー・エルエルシーの親会社であること

から、フジ・オートテック・ヨーロッ

パ・Ｓ.Ａ.Ｓ.は平成18年３月、フジ・

オートテック・フランス・Ｓ.Ａ.Ｓ.、

フジ・コーヨー・チェコ・s.r.o.を子会

社とする持株会社となったことからそれ

ぞれ当連結会計年度から連結の範囲に含

めることとした。

２）非連結子会社の名称等

　非連結子会社　フジキコーオブユーエ

スエー・コーポレーション、フジ・オー

トテック・ヨーロッパ・S.A.S.、フジ・

オートテック・オートペサス・ド・ブラ

ジル・Ltda、フジ・オートテック・ユー

エスエー・エルエルシー、広州富士機工

汽車部件有限公司

２）非連結子会社の名称等

　非連結子会社　フジ・オートテック・

オートペサス・ド・ブラジル・Ltda、サ

ミット・フジキコー・クラタ・マニュ

ファクチャリング・Co.,Ltd.

２）非連結子会社の名称等

　非連結子会社　㈱富士機工クラタ、広

州富士機工汽車部件有限公司、フジ・

オートテック・オートペサス・ド・ブラ

ジル・Ltda

（連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社は、小規模であり、合計

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、いずれも中間連結財務諸表

に重要な影響を及ぼしていないためであ

る。

（連結の範囲から除いた理由）

同左

（連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社は、合計の総資産、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

ずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼ

していないためである。
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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）

(2）持分法の適用に関する事項

１）持分法適用の関連会社数

２社

　会社名　常裕富士機工股份有限公司、

協富光洋（厦門）機械工業有限公司

(2）持分法の適用に関する事項

１）持分法適用の関連会社数

２社

　会社名　常裕富士機工股份有限公司、

協富光洋（厦門）機械工業有限公司

(2）持分法の適用に関する事項

１）持分法適用の関連会社数

２社

　会社名　常裕富士機工股份有限公司、協

富光洋（厦門）機械工業有限公司

なお、協富光洋（厦門）機械工業有限

公司については、操業開始に伴い、当中

間連結会計期間から持分法適用の関連会

社に含めている。

  

２）持分法を適用していない非連結子会社

（フジキコーオブユーエスエー・コーポ

レーション、フジ・オートテック・ヨー

ロッパ・S.A.S.、フジ・オートテック・

オートペサス・ド・ブラジル・Ltda、フ

ジ・オートテック・ユーエスエー・エル

エルシー及び広州富士機工汽車部件有限

公司）は、それぞれ中間連結純損益及び

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がないた

め、持分法の適用範囲から除外している。

２）持分法を適用していない非連結子会社

（フジ・オートテック・オートペサス・

ド・ブラジル・Ltda、サミット・フジキ

コー・クラタ・マニュファクチャリン

グ・Co.,Ltd.）は、それぞれ中間連結純

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

がないため、持分法の適用範囲から除外

している。

２）持分法を適用していない非連結子会社

（株式会社富士機工クラタ、広州富士機

工汽車部件有限公司、フジ・オートテッ

ク・オートペサス・ド・ブラジル・Ｌｔ

ｄａ）は、それぞれ当期純損益及び利益

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がないため、持分

法の適用範囲から除外している。

　なお、関連会社協富光洋（厦門）機械

工業有限公司については、操業開始に伴

い当連結会計年度から持分法適用の範囲

に含めることとした。

(3）連結子会社の中間決算日に関する事項

連結子会社のうち、ダグラス・オート

テック・コーポレーション、フジ・オート

テック・ＡＢ、ＰＴ・オートテック・イン

ドネシア、フジ・オートテック・フランス・

Ｓ.Ａ.Ｓ. 及びフジ・コーヨー・チェコ・

s.r.o.は６月30日が中間決算日であるが、

中間連結決算日との差異が３ヵ月を超えな

いので、当該連結子会社の中間財務諸表を

使用しているが中間連結決算日との間に生

じた重要な取引については連結上必要な調

整を行っている。その他の連結子会社は中

間連結決算日と同一である。

(3）連結子会社の中間決算日に関する事項

連結子会社のうち、ダグラス・オート

テック・コーポレーション、フジキコーオ

ブユーエスエー・コーポレーション、フジ・

オートテック・ユーエスエー・エルエル

シー、フジ・オートテック・ＡＢ、フジ・

オートテック・ヨーロッパ・Ｓ.Ａ.Ｓ.、フ

ジ・オートテック・フランス・Ｓ.Ａ.

Ｓ. 、フジ・コーヨー・チェコ・s.r.o.、

ＰＴ・オートテック・インドネシ及び広州

富士機工汽車部件有限公司は６月30日が中

間決算日であるが、中間連結決算日との差

異が３ヵ月を超えないので、当該連結子会

社の中間財務諸表を使用しているが中間連

結決算日との間に生じた重要な取引につい

ては連結上必要な調整を行っている。その

他の連結子会社は中間連結決算日と同一で

ある。

(3）連結子会社の決算日に関する事項

 連結子会社のうち、ダグラス・オート

テック・コーポレーション、フジキコーオ

ブユーエスエー・コーポレーション、フジ・

オートテック・ユーエスエー・エルエル

シー、フジ・オートテック・ＡＢ、フジ・

オートテック・ヨーロッパ・Ｓ.Ａ.Ｓ.、フ

ジ・オートテック・フランス・Ｓ.Ａ.

Ｓ. 、フジ・コーヨー・チェコ・s.r.o.及

びＰＴ・オートテック・インドネシアは12

月31日が決算日であるが、連結決算日との

差異が３ヵ月を超えないので、当該連結子

会社の決算財務諸表を使用している。ただ

し連結決算日との間に生じた重要な取引に

ついては連結上必要な調整を行っている。

－ 15 －



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

１）重要な資産の評価基準及び評価方法

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）

(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

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（評価差額は全部純資

産直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定）

(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

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）

時価のないもの

移動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

棚卸資産

製品・仕掛品

主として総平均法による原価法

棚卸資産

製品・仕掛品

同左

棚卸資産

製品・仕掛品

同左

その他の棚卸資産

主として、原材料及び貯蔵品は移

動平均法による原価法

その他の棚卸資産

同左

その他の棚卸資産

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

　主として、定率法を採用している。た

だし、在外連結会社の資産については、

定額法による。

　また、平成10年４月１日以降取得した

建物（建物附属設備は除く）については、

定額法によっている。なお、主な耐用年

数は以下のとおりである。

建物及び構築物　　　３～50年

機械装置及び運搬具　４～12年

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

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

同左

ロ．無形固定資産

　定額法を採用している。

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）

に基づいている。

ロ．無形固定資産

同左

ロ．無形固定資産

同左

３）繰延資産の処理方法

新株発行費については３年間にわたり

均等償却している。

社債発行費については償還期間（３

年）にわたり均等償却している。

３）繰延資産の処理方法

同左

３）繰延資産の処理方法

同左
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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）重要な引当金の計上基準

貸倒引当金

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

額を計上している。

４）重要な引当金の計上基準

貸倒引当金

　同左

４）重要な引当金の計上基準

貸倒引当金

同左

製品保証引当金

得意先からのクレームに対する

費用の支出に備えるため、当中間

連結会計期間の売上高に対応して

発生するクレーム費用を引当計上

したものであり、その計上基準は

過去の実績比率によっている。

製品保証引当金

同左

製品保証引当金

得意先からのクレームに対する

費用の支出に備えるため、当連結

会計年度の売上高に対応して発生

するクレーム費用を引当計上した

ものであり、その計上基準は過去

の実績比率によっている。

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

を計上している。

なお、会計基準変更時差異につい

ては、第81期において、有価証券

を退職給付信託に拠出したことに

より同額を一時に費用処理したほ

か、残額については、15年による

按分額を費用処理し、また、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（13年）による定額法により費

用処理している。

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

（13年）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

退職給付引当金

同左

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

づき計上している。

なお、会計基準変更時差異につい

ては、第81期において、有価証券

を退職給付信託に拠出したことに

より同額を一時に費用処理したほ

か、残額については、15年による

按分額を費用処理し、また、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（13年）による定額法により費

用処理している。

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

（13年）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

ている。
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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）

ている。  また、提出会社の採用している年金制

度について、平成16年12月７日を改訂

日、平成17年４月１日を施行日として

規約型企業年金制度にポイント制を導

入し、また一部を確定拠出年金制度に

移行している。

役員退職慰労引当金

提出会社は役員退職慰労金の支出

に備えて内規に基づく中間期末要

支給額を計上している。

役員退職慰労引当金

同左

役員退職慰労引当金

提出会社は役員退職慰労金の支出

に備えて内規に基づく期末要支給

額を計上している。

退職者医療保険引当金

当社の米国子会社は、適格退職者

に対して退職後の医療保険の給付

を行っており、米国財務会計基準

書第106号に基づく負担発生額を引

当金として計上している。

退職者医療保険引当金

同左

退職者医療保険引当金

同左

５）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いる。なお、

在外子会社等の資産及び負債並びに収益

及び費用は、中間決算日の直物為替相場

により円貨に換算し、換算差額は資本の

部における為替換算調整勘定に含めてい

る。

５）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いる。なお、

在外子会社等の資産及び負債並びに収益

及び費用は、中間決算日の直物為替相場

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に含めて

いる。

５）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いる。なお、

在外子会社等の資産及び負債並びに収益

及び費用は、決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算価額は資本の部に

おける為替換算調整勘定に含めている。
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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）

６）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

いる。

６）重要なリース取引の処理方法

同左

６）重要なリース取引の処理方法

同左

　 　　　　 ──────

 

７）重要なヘッジ会計の方法 

イ．ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の

要件を満たしているので特例処理を採

用している。

 　　　　　　──────

 

 

 

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象

　・ヘッジ手段

　　金利スワップ取引

　・ヘッジ対象

　　変動金利の借入金利息

 

 

 

 

ハ．ヘッジ方針

金利変動によるリスクを軽減するため、

金利スワップを行っている。 

 

 

 

 

 ニ．ヘッジの有効性の評価方法

　特例処理によっている金利スワップに

ついて、有効性の評価を省略している。

 

 

７）その他中間連結財務諸表作成のための

重要な事項

イ．消費税等の会計処理

税抜方式による。

８）その他中間連結財務諸表作成のための

重要な事項

イ．消費税等の会計処理

同左

 

 

 

 (5）中間連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲

　中間連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金（現金及び現金同等物）は、手許

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

なっている。

 (5）中間連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲

同左

 (5）連結キャッシュ・フロー計算書における

資金の範囲

　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

ている。
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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

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）

を適用している。

これによる損益に与える影響はない。

 ──────

 

 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当連結会計期間より、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

用している。

 これによる損益に与える影響はない。

 ──────

 

 

（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

いる。

　これまでの資本の部の合計に相当する金

額は16,830,088千円である。

　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

いる。

 

────── 

 

 

表示方法の変更

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）

（中間連結キャッシュ・フロー計算書）

営業活動によるキャッシュ・フローの「連結調整勘定償却額」及び

「製品保証引当金の増加額」は、前中間連結会計期間はそれぞれ「そ

の他」に含めて表示していたが、金額的重要性が増したため区分掲記

している。

なお、前中間連結会計期間の「その他」に含まれている「連結調整

勘定償却額」は3,656千円であり、「製品保証引当金の増加額」は4,000

千円である。

──────
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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

（平成18年３月31日）

１．※１　有形固定資産の減価償却累計額

36,332,522千円

１．※１　有形固定資産の減価償却累計額

39,438,644千円

１．※１　有形固定資産の減価償却累計額

37,939,049千円

２．※２　担保に供している資産 ２．※２　担保に供している資産 ２．※２　担保に供している資産

建物及び構築物 500,865千円

機械装置及び運

搬具
1,267,349千円

土地 501,802千円

無形固定資産そ

の他
204,926千円

担保に供してい

る資産の合計額
2,474,943千円

建物及び構築物 473,418千円

機械装置及び運

搬具
1,066,285千円

土地 880,186千円

担保に供してい

る資産の合計額
2,419,890千円

建物及び構築物 474,801千円

機械装置及び運

搬具
1,156,101千円

土地 501,802千円

無形固定資産そ

の他
204,926千円

担保に供してい

る資産の合計額
2,337,632千円

上記に対する債務 上記に対する債務 上記に対する債務

短期借入金 125,000千円

長期借入金 970,700千円

（１年以内返済分を含む）

合計 1,095,700千円

短期借入金 224,000千円

長期借入金 2,606,204千円

（１年以内返済分を含む）

合計 2,830,204千円

短期借入金 125,000千円

長期借入金 974,200千円

（１年以内返済分を含む）

合計 1,099,200千円

  ３．※３　中間連結会計期間末日満期手形  

  　　中間連結会計期間末日満期手形の会計処

理については、手形交換日をもって決済

処理している。

　なお、当中間連結会計期間の末日は金

融機関の休日であったため、次の中間連

結会計期間末日満期手形が当中間連結会

計期間末残高に含まれている。 

 　　　受取手形　　　　12,163千円

 

（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．※１　固定資産売却益の内訳 １．          ────── １．※１　固定資産売却益の内訳

機械装置及び運搬

具

32,125千円 機械装置及び運搬

具

38,866千円

２．※２　固定資産除却損の内訳 ２．※２　固定資産除却損の内訳 ２．※２　固定資産除却損の内訳

機械装置及び運搬

具

7,163千円

その他 15,688千円

建物及び構築物 20,597千円

機械装置及び運搬

具

    5,182千円

建物及び構築物 15,688千円

機械装置及び運搬

具

 36,234千円

その他 13,856千円
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（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 53,171,286 － － 53,171,286

合計 53,171,286 － － 53,171,286

自己株式

普通株式　(注) 71,935 5,885 － 77,820

合計 71,935 5,885 － 77,820

 　(注)普通株式の自己株式の株式数の増加5,885株は、単元未満株式の買い取りによる増加である。

  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
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

　平成18年６月23日

　定時株主総会
普通株式 265,496 5 平成18年３月31日 平成18年６月23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

 　　　　　該当事項なし。

  　　

（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 3,764,981千円

有価証券 526,699千円

預入期間が３ヵ月を超え

る定期預金

△20,462千円

預金及び現金同等物 4,271,218千円

現金及び預金勘定 2,886,149千円

有価証券 80,276千円

預入期間が３ヵ月を超え

る定期預金

△144,345千円

預金及び現金同等物 2,822,080千円

現金及び預金勘定 4,735,855千円

有価証券 772,912千円

預入期間が３ヵ月を超え

る定期預金

△147,388千円

預金及び現金同等物 5,361,379千円
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①　リース取引

　　　　 ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略している。

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）

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

 

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日）

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

株式 2,190,248 4,538,024 2,347,775

合計 2,190,248 4,538,024 2,347,775

２．時価評価されていない有価証券の主な内容

 
前中間連結会計期間末（平成17年９月30日）

中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

ＳＩＣＡＶ 526,699

非上場株式 47,300

合計 573,999

（当中間連結会計期間末）（平成18年９月30日現在）

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

 

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日）

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

株式 2,190,248 3,364,383 1,174,134

合計 2,190,248 3,364,383 1,174,134

２．時価評価されていない有価証券の主な内容

 
当中間連結会計期間末（平成18年９月30日）

中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

ＳＩＣＡＶ 80,276

非上場株式 52,252

合計 132,529
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（前連結会計年度末）（平成18年３月31日現在）

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

 

前連結会計年度末（平成18年３月31日）

取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 2,190,248 5,281,265 3,091,016

合計 2,190,248 5,281,265 3,091,016

２．時価評価されていない有価証券の主な内容

 
前連結会計年度末（平成18年３月31日）

連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

ＳＩＣＡＶ 772,912

非上場株式 47,300

合計 820,212
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③　デリバティブ取引

 ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略している

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）

 自動車部品事業
非自動車部
品事業

計
消去又は全
社

連結
 

ステアリン
グ部品事業

シート部品
事業

シフター部
品事業

機関駆動部
品事業

大型車部品
事業

その他自動
車部品事業

小計

売上高            

(1）外部顧客に対す

る売上高(千円)
21,559,708 12,571,251 5,518,411 3,060,211 836,091 1,072,372 44,618,047 1,489,121 46,107,168 － 46,107,168

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高（千円）

－ － － － － － － － － － －

計（千円） 21,559,708 12,571,251 5,518,411 3,060,211 836,091 1,072,372 44,618,047 1,489,121 46,107,168 － 46,107,168

営業費用(千円) 21,724,081 12,597,235 5,743,208 3,001,137 786,294 1,031,061 44,883,018 1,639,318 46,522,336 － 46,522,336

営業利益又は

営業損失(△)

（千円）

△164,373 △25,983 △224,797 59,074 49,797 41,311 △264,971 △150,197 △415,168 － △415,168

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）

 自動車部品事業
非自動車部
品事業

計
消去又は全
社

連結
 

ステアリン
グ部品事業

シート部品
事業

シフター部
品事業

機関駆動部
品事業

大型車部品
事業

その他自動
車部品事業

小計

売上高            

(1）外部顧客に対す

る売上高(千円)
23,073,385 13,608,284 4,996,606 2,843,095 811,583 740,092 46,073,047 3,628,910 49,701,957 － 49,701,957

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高（千円）

－ － － － － － － － － － －

計（千円） 23,073,385 13,608,284 4,996,606 2,843,095 811,583 740,092 46,073,047 3,628,910 49,701,957 － 49,701,957

営業費用(千円) 23,267,168 13,666,682 5,126,264 2,810,455 780,742 723,456 46,374,771 3,505,959 49,880,730 256 49,880,986

営業利益又は

営業損失(△)

（千円）

△193,783 △58,398 △129,657 32,639 30,840 16,635 △301,724 122,951 △178,772 △256 △179,028
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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）

 自動車部品事業
非自動車部
品事業

計
消去又は全
社

連結
 

ステアリン
グ部品事業

シート部品
事業

シフター部
品事業

機関駆動部
品事業

大型車部品
事業

その他自動
車部品事業

小計

売上高            

(1）外部顧客に対す

る売上高(千円)
43,341,258 26,011,875 11,026,831 6,228,635 1,627,784 1,890,437 90,126,824 3,387,192 93,514,016 － 93,514,016

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高（千円）

－ － － － － － － － － － －

計（千円） 43,341,258 26,011,875 11,026,831 6,228,635 1,627,784 1,890,437 90,126,824 3,387,192 93,514,016 － 93,514,016

営業費用(千円) 43,850,814 25,746,913 11,512,655 6,050,075 1,543,633 1,842,230 90,546,323 3,379,463 93,925,786 － 93,925,786

営業利益又は

営業損失(△)

（千円）

△509,555 264,962 △485,824 178,559 84,150 48,207 △419,499 7,728 △411,770 － △411,770

　（注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっている。

２．各区分の主な製品

(1）自動車部品事業

1）ステアリング部品事業　ステアリングコラム

2）シート部品事業　　　　リクライナー、スライドアジャスター

3）シフター部品事業　　　オートマチックトランスミッションシフター、マニュアルトランスミッション

シフター

4）機関駆動部品事業　　　プーリー、ドライブプレート、カバコン

5）大型車部品事業　　　　トラック用ロッカーバルブ、トラック用Ｕボルト

6）その他自動車部品事業　ウィンドレギュレータ、アクセルペダル

(2）非自動車部品事業　　　　半導体自動試験装置、熱抵抗測定装置、テトラパック製造機
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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

（千円）
北米

（千円）
ヨーロッパ
（千円）

その他の地域
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高        

(1)外部顧客に対する売上

高
28,070,411 8,143,618 9,541,367 351,770 46,107,168 － 46,107,168

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
2,263,058 54,009 5,443 － 2,322,511 (2,322,511) －

計 30,333,469 8,197,628 9,546,811 351,770 48,429,679 (2,322,511) 46,107,168

営業費用 30,355,767 8,372,063 9,780,168 332,302 48,840,302 (2,317,965) 46,522,336

営業利益又は営業損失

(△)
△22,297 △174,435 △233,357 19,468 △410,623 △4,545 △415,168

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

（千円）
北米

（千円）
ヨーロッパ
（千円）

その他の地域
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高        

(1)外部顧客に対する売上

高
27,907,279 8,810,301 12,282,824 701,552 49,701,957 － 49,701,957

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
2,688,706 35,818 86 1,864 2,726,475 (2,726,475) －

計 30,595,986 8,846,119 12,282,911 703,416 52,428,433 (2,726,475) 49,701,957

営業費用 30,767,394 8,947,025 12,107,063 813,130 52,634,613 (2,753,627) 49,880,986

営業利益又は営業損失

(△)
△171,408 △100,906 175,848 △109,714 △206,180 27,151 △179,028

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

（千円）
北米

（千円）
ヨーロッパ
（千円）

その他の地域
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高        

(1)外部顧客に対する売上

高
57,646,590 16,836,804 18,308,116 722,505 93,514,016 － 93,514,016

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
5,137,667 133,674 5,899 － 5,277,241 (5,277,241) －

計 62,784,258 16,970,478 18,314,015 722,505 98,791,258 (5,277,241) 93,514,016

営業費用 62,193,755 17,781,966 18,513,508 666,385 99,155,615 (47,413) 93,925,786

営業利益又は営業損失

(△)
590,503 △811,488 △199,492 56,119 △364,357 5,963,400 △411,770

　（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1)北米　……………米国

(2)ヨーロッパ　……フランス、スウェーデン

(3)その他の地域……インドネシア
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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 ヨーロッパ その他の地域 計

Ⅰ．海外売上高（千円） 8,671,047 9,300,771 1,034,258 19,006,077

Ⅱ．連結売上高（千円）  46,107,168

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の

割合（％）
18.8 20.2 2.2 41.2

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 ヨーロッパ その他の地域 計

Ⅰ．海外売上高（千円） 9,543,152 11,379,601 2,142,073 23,064,827

Ⅱ．連結売上高（千円）  49,701,957

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の

割合（％）
19.2 22.9 4.3 46.4

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 ヨーロッパ その他の地域 計

Ⅰ．海外売上高（千円） 18,036,223 17,577,381 1,971,034 37,584,638

Ⅱ．連結売上高（千円）  93,514,016

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の

割合（％）
19.3 18.8 2.1 40.2

　（注）１．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る。

２．国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域

(1）国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっている。

(2)各区分に属する主な国又は地域

(イ)北米………………米国、カナダ、メキシコ

(ロ)ヨーロッパ………フランス、スウェーデン、ドイツ

(ハ)その他の地域……中国、イラン、インドネシア
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５．生産及び受注の状況
１．生産実績

 （単位：千円未満切捨て）

事業区分 17年９月中間期 18年９月中間期 18年３月期

自動車部品事業    

ステアリング部品事業 20,935,949 22,970,530 43,465,562

シート部品事業 11,232,205 13,483,700 25,957,198

シフター部品事業 5,221,042 5,000,984 10,986,536

機関駆動部品事業 2,762,424 2,833,523 6,214,935

大型車部品事業 694,189 814,719 1,621,619

その他自動車部品事業 930,502 592,290 1,579,858

計 41,776,313 45,695,748 89,825,710

非自動車部品事業 1,486,298 3,948,825 3,423,868

合計 43,262,611 49,644,574 93,249,579

　（注）１．金額は、販売価格による。

２．上記の金額には、消費税等は含まれていない。

２．受注高

 （単位：千円未満切捨て）

事業区分 17年９月中間期 18年９月中間期 18年３月期

自動車部品事業    

ステアリング部品事業 21,149,347 22,692,660 43,452,741

シート部品事業 12,713,390 14,139,427 26,203,745

シフター部品事業 5,570,509 4,946,351 11,106,150

機関駆動部品事業 3,046,690 2,826,082 6,269,945

大型車部品事業 860,505 843,604 1,634,521

その他自動車部品事業 1,083,751 743,778 1,853,592

計 44,424,195 46,191,904 90,520,698

非自動車部品事業 1,578,403 3,673,269 4,251,167

合計 46,002,599 49,865,173 94,771,865

　（注）１．金額は、販売価格による。

２．上記の金額には、消費税等は含まれていない。
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３．受注残高

 （単位：千円未満切捨て）

事業区分 17年９月中間期 18年９月中間期 18年３月期

自動車部品事業    

ステアリング部品事業 4,381,935 4,513,939 4,894,664

シート部品事業 2,131,920 2,712,794 2,181,651

シフター部品事業 688,815 665,781 716,036

機関駆動部品事業 508,466 546,284 563,297

大型車部品事業 125,563 139,907 107,886

その他自動車部品事業 155,979 111,441 107,755

計 7,992,678 8,690,146 8,571,289

非自動車部品事業 671,602 1,499,768 1,455,409

合計 8,664,281 10,189,915 10,026,699

　（注）１．金額は、販売価格による。

２．上記の金額には、消費税等は含まれていない。
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