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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 （単位：百万円未満四捨五入）

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 86,219 34.1 6,101 33.4 5,096 9.3

17年９月中間期 64,305 △5.4 4,574 3.1 4,664 6.2

18年３月期 142,260  11,730  11,025  

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 2,817 32.1 26 30 26 18

17年９月中間期 2,133 64.4 21 21 19 56

18年３月期 5,857  56 60 52 12

(注)①持分法投資損益 18年９月中間期 6百万円17年９月中間期 540百万円18年３月期 828百万円

②期中平均株式数（連結） 18年９月中間期 107,133,440株 17年９月中間期 100,587,763株 18年３月期 103,488,811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

(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 149,448 46,730 28.2 392 77

17年９月中間期 126,214 34,960 27.7 327 69

18年３月期 150,106 41,009 27.3 383 22

 期末発行済株式数（連結） 18年９月中間期 107,206,906株 17年９月中間期 106,687,052株 18年３月期 107,012,792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 3,886 △2,760 △2,659 3,582

17年９月中間期 4,312 △3,672 △4,209 4,386

18年３月期 12,159 △11,877 △3,242 5,108

(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 32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 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） 2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 172,000 12,400 7,500

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　69円96銭

※　上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な

要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。

なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料の６ページを参照してください。
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１．企業集団の状況
　当社の企業集団は、当社と子会社32社及び関連会社３社で構成されております。営んでいる主な事業内容は、自動車

及び産業機械用ブレーキ並びに鉄道車両用部品の製造・販売であり、さらに事業に関連する研究開発・物流・サービス

などを展開しております。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国内生産会社 
○曙ブレーキ山形製造㈱ 
○曙ブレーキいわき製造㈱ 
○曙ブレーキ山陽製造㈱ 
○曙ブレーキ福島製造㈱ 
○曙ブレーキ三春製造㈱ 
○曙ブレーキ岩槻製造㈱ 
○曙ブレーキ羽生製造㈱ 
※幡和工業㈱ 
※トーワ金属㈱ 

サービス会社 
○㈱ＡＰＳ 
○曙ビーエムエス㈱ 
○アケボノテック㈱ 
○㈱アロックス 
○㈱ネオストリート 
○㈱曙マネジメントサービス 
○あけぼの１２３㈱ 
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海外生産会社 

<米国> 
○エーマックブレーキL.L.C. 
○アムテックブレーキL.L.C. 
○エーアールシーブレーキL.L.C. 
○アムブレーキマニュファクチャリングLTD. 

<欧州> 
○アケボノアラスS.A.S. 

<中国> 
○広州曙光制動器有限公司 
○曙光制動器(蘇州)有限公司 

<インドネシア> 
○ピーティートゥリダールマヴィセサ 

<タイ> 
○アケボノブレーキタイランドCO.,LTD 

海外販売・その他会社 
<米国> 
○アケボノコーポレーション(ノースアメリカ) 
○アケボノメンバーコーポレーション 
○アケボノレシーバブルズコーポレーション 
○アムブレーキコーポレーション 
○アムブレーキジーピー 

<欧州> 
○アケボノヨーロッパS.A.S. 
○アケボノヨーロッパGmbH 

<シンガポール> 
○アケボノコーポレーションアジアPTE.LTD. 

研究開発会社 
○㈱曙ブレーキ中央技術研究所 

研究開発 

委  託 

販売会社 
☆大和産業㈱ 

製
品 

製
品 

　○連結子会社32社　　☆持分法適用会社１社　　※持分法非適用の関連会社２社
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２．経営方針
１．経営の基本方針

　当社は経営理念を、『私達は、「摩擦と振動、その制御と解析」により、ひとつひとつのいのちを守り、育み、支

え続けて行きます。』（曙の理念）と定め、会社方針である「お客様第一・技術の再構築・三極体制の確立」の三本

柱に基づき、独創的な発想・アプローチで社会に貢献し、ボーダーレス社会における不可欠な存在としての地位の確

立を目指しております。

　21世紀を通じて当社グループが指向する姿として、「akebono21世紀宣言」すなわち『akebonoは曙の理念の基に21

世紀を通して価値の創造を続けます。』のスローガンのもと、私達の提供する価値を正しく認識し、スピードとこだ

わりをもって新たな価値を創造し、ひとりひとりが誇りをもって夢を実現することを宣言いたしました。

　曙の理念をガイドとしつつ、「akebono21世紀宣言」の方向を確認しながら21世紀での勝ち残りのため、当社グルー

プの抜本的な構造改革を進めていきます。

２．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最重要課題のひとつとして位置づけており、安定的な配当の継続を

基本に、業績及び配当性向、株主資本配当率等を総合的に勘案して株主の皆様の御期待にお応えしていく所存であり

ます。

　同時に、内部留保の充実をおこなうことにより財務基盤のなお一層の強化をはかり、当社グループの目標とする成

長戦略を実現していきます。

３．投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　当社は、株式市場において適正な株価が形成されるためには、株式の充分な流動性が必要であり、そのためには、

より多くの投資家の参加が必要であると考えております。ただし、投資単位の引下げが、費用対効果の点で、株主共

通の利益に合致するかが、現時点では確認できておりません。今後とも市場の動向をよく見ながら、これらの諸点も

充分勘案して、株主利益の視点で検討を続けていきます。

４．会社が対処すべき課題

　当社グループでは、本年４月からの新３ヵ年中期経営計画「Global 30-2006」をスタート致しました。これは、当

社グループがグローバルレベルでの競争に勝ち残るための成長拡大計画であり、様々な挑戦課題に対処し、目標の達

成に向けて邁進していきます。

　「Global 30-2006」の主な課題とその取り組みは下記の内容となっております。

・人財の育成

　完成車メーカーのグローバル展開への対応をおこなっていく上で、必須な課題です。人財のグローバル競争力強化

に向け、持続的な人財の育成や多様な人財が活躍できる環境の整備をおこなっていきます。また、コーポレートブラ

ンド経営の観点からも、人財の育成と従業員意識の向上に向けた諸制度の見直し、策定に注力していくことで、企業

価値の増大につなげていきます。

・コスト革命

　部品・材料のみならず、設備・材質やそのプロセスまでを視野に入れた共通化・標準化を進めていきます。また、

ロジスティクスも含めた最適生産立地の検討もおこない、長期的な視点での競争力強化をはかっていきます。

・将来を見据えた技術開発への取り組み

　クルマを取り巻く環境の変化に起因するハイブリッド車・電気自動車等の低環境負荷車両の中期的な普及を視野に

入れ、高応答・高効率のブレーキ制御に対する取り組みを進めていきます。また、日米欧中４極における研究開発の

連携強化をおこない、グローバルベンチマークによる市場要求の的確な把握、徹底した標準化・共通化をベースとし

た品質・コスト・性能にこだわった差別化を推進していきます。
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・補修品事業の拡大

　事業別の観点からは最大の挑戦課題と位置づけています。市場開拓余地の残る北米では、品揃えの強化と販売チャ

ンネルの拡大・多様化に取り組んでいきます。また、欧州でも生産委託プログラムの活用等をおこない、補修品市場

における当社グループのプレゼンスを高め、グローバルでの補修品事業展開をおこなっていきます。

・各拠点別の事業計画

《日本》

　日本においては、生産拠点再編効果の極大化をはかるため、コスト革命に沿った最適生産配置の再検討をおこなっ

ており、山陽地区の集約も継続して取り組んでいます。今後はさらに、主力工場に対する戦略投資、工場環境の整備、

設備戦略の再構築を進め、グループの中核拠点となる国内事業のさらなる強化をベースに自動車向けＯＥＭ、補修品

はもとより、鉄道・産業機械事業、黒字化の定着したセンサーといった全ての事業の拡販に取り組んでいきます。

《北米》

　昨年８月末に完全子会社化したアムブレーキコーポレーションを含めて、ケンタッキー州に集中している各生産拠

点間の情報共有及びコミュニケーションの強化をおこなうとともに、生産についても、これまでのお客様別の視点か

ら、より効率的な製品別の視点での再編・設備移管を進め、さらなる競争力向上に取り組んでいきます。また、既に

着手している北米本社機能の移転については、ミシガン州にあった機能をケンタッキー州に移転し、機能の統合・効

率化をおこなっていきます。補修品事業の強化については、北米での補修品事業をアムテックブレーキに集約し補修

品事業の開発から生産・販売までの一貫した体制を構築し事業の強化をはかっていきます。

《欧州》

　欧州事業については、ＯＥＭ事業で安定的に利益を生み出す体制を構築するとともに、補修品事業でも生産委託の

活用を含む低コスト生産プログラムの展開をはかり、平成18年度に収支均衡、翌平成19年度に完全黒字化をめざして

いきます。

《中国及び東南アジア》

　中国事業に関しては、「Global 30-2006」の期間で将来に向けた事業基盤の構築を進めていきます。また、東南ア

ジアにおいても日系完成車メーカーの生産拡大に伴う対応検討を開始いたしました。本年３月に、30％の出資比率で

あったインドネシアの「ピーティートゥリダールマヴィセサ」への出資比率を50％にまで引き上げ連結子会社化いた

しました。さらに、本年８月には新たにタイに当社100％出資による生産子会社の設立をおこない、平成19年７月から

の生産開始に向けて展開しております。今後、発展の続く東南アジア市場への対応については、タイの新たな生産子

会社を、将来的に日本を除くアジア統括拠点として育て、アジア地域における相互補完関係を構築していきます。

５．親会社等に関する事項

　該当事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態
１．当中間連結会計期間の概況及び経営成績

(１) 業績の概況

　当中間連結会計期間の我が国経済は、原油価格をはじめとする不安材料はあるものの、好調な企業収益を背景とし

た設備投資の拡大や個人消費の持ち直し等、穏やかながらも拡大基調を維持しております。国内自動車業界において

は、輸出及び軽自動車に代表されるような小型車の増加を背景として、当中間連結会計期間の国内自動車生産台数も

前年同期を上回りました。

　このような状況の中、当社では、一部完成車メーカーの不振及び素材価格の高止まりによるマイナス影響を受けな

がらも、回復傾向にある北米事業及び連結子会社の増加(北米・インドネシア)影響等もあり、当中間連結会計期間の

連結業績については、売上高は862億円(対前年同期比＋219億円：＋34.1％)になりました。また営業利益は61億円(対

前年同期比＋15億円：＋33.4％)、経常利益は51億円(対前年同期比＋4億円：＋9.3％)、当期純利益は28億円(対前年

同期比＋７億円：＋32.1％)になりました。

　

（２）セグメント別の概況

①日本

　一部完成車メーカーの不振や素材価格の高止まりによるマイナス影響等を受け、売上高：468億円(対前年同期比△

33億円：△6.6％)、営業利益：37億円(前対年同期比△８億円：△18.5％)と対前年同期比で減収減益になりました。

②北米

　連結子会社(アムブレーキコーポレーション)の増加影響に加え、日系完成車メーカーの躍進及び大幅な減少を見込

んでいたビッグ３からの受注増加等により、売上高342億円(対前年同期比＋206億円：＋151.9％)、営業利益24億円

(対前年同期比＋22億円：＋1,466.9％)と増収増益になりました。

③欧州他

　連結子会社(ピーティートゥリダールマヴィセサ)の増加影響に加え、着実なビジネスの拡大及び原価低減活動等に

より、売上高52億円(対前年同期比＋46億円：＋774.2％)、営業利益０億円(対前年同期比＋２億円)になりました。

２．キャッシュ・フローの状況

　当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて15億円減少し、36億円になりました。

フリー・キャッシュ・フローは11億円のプラスになりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益50億円、減価償却費44億円、法人税等の支払額36

億円等により、39億円の収入となりました。

（投資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・フローは、有形固定資産の取得による支出26億円、IT投資による無形固定資産の取得

による支出10億円、投資有価証券の売却による収入９億円等により28億円の支出となりました。

（財務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・フローは、長期借入金の返済による支出48億円、長期借入による収入74億円、短期借

入金の返済による支出30億円、配当金の支払額６億円等により27億円の支出となりました。
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３．通期（平成19年３月期）の見通し

　日本国内の景気は企業収益の改善、設備投資の増加などにより穏やかな景気回復基調が続くと期待される一方、昨

年来より続く原材料・原油価格の高騰、また北米における自動車産業を主とした景気の不透明感等、不確定要素は依

然として払拭されておりません。

　このような状況下、当社グループは一丸となり業績の向上に全力を尽くしていく所存であり、通期の連結業績予想

につきましては、売上高1,720億円、経常利益は124億円、当期純利益は75億円の数値を見込んでおります。

４．キャッシュ・フロー指標のトレンド

平成15年３月期 平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期 平成18年９月期

自己資本比率（％） 10.1 16.6 22.3 27.3 28.2

時価ベースの自己資本

比率（％）
14.8 36.0 48.0 94.0 73.8

債務償還年数（年） 7.9 2.9 3.1 3.1 4.8

インタレスト・カバ

レッジ・レシオ
5.7 13.8 18.1 13.2 6.4

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（半期の場合は×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

※　各指標は、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。

※　株式時価総額は、（中間）期末株価終値×（中間）期末発行済株式総数により算出しております。

※　営業キャッシュ・フローは（中間）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・フローを使用

しております。有利子負債は、（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。また、利払いについては、（中間）連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額

を使用しております。
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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   4,400   3,617   5,120  

２　受取手形及び
売掛金

※３  20,508   25,673   25,480  

３　たな卸資産   5,325   9,081   8,469  

４　未収入金   6,313   6,847   4,701  

５　繰延税金資産   1,584   1,946   1,923  

６　その他   1,716   2,276   2,207  

貸倒引当金   △234   △35   △214  

流動資産合計   39,612 31.4  49,405 33.1  47,686 31.8

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産 ※１          

(1）建物及び
構築物

 17,100   18,108   19,314   

(2）機械装置及び
運搬具

 19,909   30,664   33,683   

(3）土地  22,221   22,286   22,118   

(4）建設仮勘定  2,593   3,228   2,084   

(5）その他  2,528 64,351 51.0 3,292 77,578 51.9 2,728 79,927 53.2

２　無形固定資産   2,845 2.2  5,746 3.8  5,053 3.4

３　投資その他の
資産

          

(1）投資有価証券  12,062   7,977   8,893   

(2）繰延税金資産  6,077   7,167   7,156   

(3）その他  1,377   1,682   1,496   

貸倒引当金  △121 19,395 15.4 △112 16,714 11.2 △113 17,432 11.6

固定資産合計   86,591 68.6  100,038 66.9  102,412 68.2

Ⅲ　繰延資産           

１　社債発行費   10   4   7  

２　開業費   1   1   1  

繰延資産合計   11 0.0  5 0.0  8 0.0

資産合計   126,214 100.0  149,448 100.0  150,106 100.0
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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

 ※３  16,219   19,975   19,920  

２　短期借入金   9,821   10,297   13,280  

３　一年以内に
返済予定の
長期借入金

  7,541   9,047   8,500  

４　一年以内に
償還予定の社債

  2,400   2,200   400  

５　未払法人税等   1,098   2,206   3,046  

６　未払費用   5,329   7,821   6,531  

７　賞与引当金   2,209   2,301   2,199  

８　その他   847   2,964   4,600  

流動負債合計   45,464 36.0  56,811 38.0  58,476 39.0

Ⅱ　固定負債           

１　社債   3,800   1,600   3,600  

２　長期借入金   12,357   13,715   11,643  

３　長期未払金   1,297   4,553   4,910  

４　退職給付引当金   16,820   16,701   17,165  

５　役員退職慰労
引当金

  754   892   960  

６　繰延税金負債   1,887   3,107   3,184  

７　再評価に係る
繰延税金負債

  3,910   4,450   3,890  

８　連結調整勘定   143   －   －  

９　その他   1,828   889   1,070  

固定負債合計   42,796 33.9  45,907 30.7  46,422 30.9

負債合計   88,260 69.9  102,718 68.7  104,898 69.9

（少数株主持分）           

少数株主持分   2,994 2.4  － －  4,199 2.8

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   13,532   －   13,559  

Ⅱ　資本剰余金   7,971   －   7,912  

Ⅲ　利益剰余金   8,799   －   12,878  

Ⅳ　土地再評価差額金   5,865   －   5,835  

Ⅴ　その他有価証券
評価差額金

  1,695   －   2,812  

Ⅵ　為替換算調整勘定   △378   －   523  

Ⅶ　自己株式   △2,524   －   △2,510  

資本合計   34,960 27.7  － －  41,009 27.3

負債、少数株主
持分及び資本合計

  126,214 100.0  － －  150,106 100.0
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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   － －  13,578 9.1  － －

　２　資本剰余金   － －  7,919 5.3  － －

　３　利益剰余金   － －  15,053 10.1  － －

　４　自己株式   － －  △2,511 △1.7  － －

株主資本合計   － －  34,039 22.8  － －

Ⅱ　評価・換算差額等           

　１　その他有価証券
　評価差額金

  － －  2,445 1.6  － －

　２　繰延ヘッジ損益   － －  △2 △0.0  － －

　３　土地再評価
　差額金

  － －  5,276 3.5  － －

　４　為替換算調整
　勘定

  － －  350 0.3  － －

　　評価・換算差額等
合計

  － －  8,069 5.4  － －

Ⅲ　新株予約権   － －  90 0.1  － －

Ⅳ　少数株主持分   － －  4,532 3.0  － －

純資産合計   － －  46,730 31.3  － －

負債純資産合計   － －  149,448 100.0  － －
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(2) 中間連結損益計算書

区分

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）

前連結会計年度末
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) 百分比 金額(百万円) 百分比 金額(百万円) 百分比

  ％  ％  ％

売上高 64,305 100.0 86,219 100.0 142,260 100.0

売上原価 50,822 79.0 69,945 81.1 111,407 78.3

売上総利益 13,483 21.0 16,274 18.9 30,853 21.7

販売費及び一般管理費 8,909 13.9 10,173 11.8 19,123 13.5

営業利益 4,574 7.1 6,101 7.1 11,730 8.2

営業外収益 868  327  1,496  

受取利息及び配当金 60  84  165  

持分法による投資利益 540  6  828  

その他 268  237  503  

営業外費用 778  1,332  2,201  

支払利息 277  603  903  

その他 501  729  1,298  

経常利益 4,664 7.3 5,096 5.9 11,025 7.8

特別利益 243  627  566  

投資有価証券売却益 204  606  204  

その他 39  21  362  

特別損失 1,065  696  4,279  

固定資産売廃却損 196  400  446  

減損損失 389  －  1,936  

その他 480  296  1,897  

税金等調整前中間（当期）純利益 3,842 6.0 5,027 5.8 7,312 5.1

法人税、住民税及び事業税 1,111  1,643  2,703  

法人税等調整額 510  243  △1,566  

少数株主利益 88  324  318  

中間（当期）純利益 2,133 3.3 2,817 3.3 5,857 4.1
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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
(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   4,077  4,077

Ⅱ　資本剰余金増加高      

１　転換社債の
転換による増加高

 3,868  3,868  

２　新株予約権等の
行使による増加高

 25  53  

３　その他  1 3,894 ― 3,921

Ⅲ　資本剰余金減少高   ―  86

Ⅳ　資本剰余金中間期末
(期末)残高

  7,971  7,912

（利益剰余金の部）      

Ⅰ　利益剰余金期首残高   7,274  7,274

Ⅱ　利益剰余金増加高      

１　中間(当期)純利益  2,133  5,857  

２　持分法適用会社増加による
利益剰余金増加高

 ―  325  

３　土地再評価差額金取崩額  ― 2,133 6 6,188

Ⅲ　利益剰余金減少高      

１　配当金  583  583  

２　土地再評価差額金取崩額  24  ―  

３　その他  1 608 1 584

Ⅳ　利益剰余金中間期末
(期末)残高

  8,799  12,878
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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）

13,559 7,912 12,878 △2,510 31,839

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行（注）１ 19 18 37

平成18年６月定時株主総会に
おける利益処分項目（注）２

△642 △642

中間純利益 2,817 2,817

自己株式の取得  △36 △36

自己株式の処分 △11 35 24

新株予約権の発行    

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)

19 7 2,175 △1 2,200

平成18年９月30日　残高　 　　
　

（百万円）
13,578 7,919 15,053 △2,511 34,039

評価・換算差額等

新株予約権
少数株主

持分
純資産合計その他

有価証券

評価差額金

繰延ヘッジ

損益

土地再評価

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）
2,812 － 5,835 523 9,170 － 4,199 45,208

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行（注）１ 37

平成18年６月定時株主総会に
おける利益処分項目（注）２

△642

中間純利益 2,817

自己株式の取得 △36

自己株式の処分 24

新株予約権の発行 90 90

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）

△367 △2 △559 △173 △1,101  333 △768

中間連結会計期間中の変動額合
計　               （百万円)

△367 △2 △559 △173 △1,101 90 333 1,522

平成18年９月30日　残高
（百万円）

2,445 △2 5,276 350 8,069 90 4,532 46,730

 （注）１．新株予約権等の行使によるものであります。

 　　　２．平成18年６月定時株主総会における利益処分項目は、配当金642百万円であります。
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

区分
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)

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

3,842 5,027 7,312

減価償却費 3,613 4,402 7,622

減損損失 389 ― 1,936

有形固定資産売廃却損益 177 398 425

貸倒引当金の増加(△は減
少)額

190 △177 151

退職給付引当金の増加
（△は減少）額

△78 △468 97

受取利息及び受取配当金 △60 △84 △165

持分法による投資利益 △540 △6 △828

支払利息 277 603 903

投資有価証券評価損 8 3 8

投資有価証券売却損益
（△は益）

△204 △606 △204

売上債権の減少(△は増
加)額

664 △261 509

たな卸資産の減少（△は
増加）額

52 △677 △146

仕入債務の減少額 △2,178 △204 △2,902

その他 △832 103 △1,167

小計 5,320 8,053 13,551

利息及び配当金の受取額 60 84 165

利息の支払額 △264 △604 △920

法人税等の支払額 △804 △3,647 △637

営業活動によるキャッシュ・
フロー

4,312 3,886 12,159
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区分
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)

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

△2,477 △2,633 △5,709

有形固定資産の売却によ
る収入

65 101 270

無形固定資産の取得によ
る支出

△959 △997 △2,509

投資有価証券の取得によ
る支出

△2 △2 △4

投資有価証券の売却によ
る収入

5 878 262

その他 △304 △107 △4,187

投資活動によるキャッシュ・
フロー

△3,672 △2,760 △11,877

Ⅲ．財務活動によるキャッシュ・
フロー

   

短期借入金の純増加（△
は減少）額

△116 △2,954 2,695

長期借入による収入 5,186 7,442 8,000

長期借入金の返済による
支出

△3,552 △4,826 △7,233

ファイナンス・リース債
務の返済による支出

△150 △1,421 ―

社債発行による収入 1,000 ― 1,000

社債償還による支出 △2,663 △200 △4,858

株式の発行による収入 52 37 107

配当金の支払額 △581 △642 △582

少数株主への配当金の支
払額

― △128 ―

自己株式純増加額 △2,426 △8 △2,498

その他 △959 41 127

財務活動によるキャッシュ・
フロー

△4,209 △2,659 △3,242

Ⅳ．現金及び現金同等物に係る
換算差額

72 7 185

Ⅴ．現金及び現金同等物の減少
額

△3,497 △1,526 △2,775

Ⅵ．現金及び現金同等物の期首
残高

7,437 5,108 7,437

Ⅶ．新規連結子会社の現金及び
現金同等物の期首残高

446 ― 446

Ⅷ．現金及び現金同等物の中間
期末(期末)残高

4,386 3,582 5,108
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中間連結財務諸表作成の基本となる事項

１．連結の範囲に関する事項

(1）連結子会社数　32社

　主要な連結子会社名は、「企業集団の状況」に記載しているため、省略しております。なお、アケボノブレー

キタイランドCO.,LTD.を設立し、新たに１社を連結の範囲に含めております。

　また、曙エンジニアリング㈱は当社と、曙ブレーキ館林製造㈱は曙ブレーキ福島製造㈱とそれぞれ合併したた

め、連結の範囲から除外しております。

(2）非連結子会社数　―社

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　１社

　大和産業(株)

(2）持分法非適用の非連結子会社数　―社

(3）持分法非適用の関連会社数　２社

　持分法非適用会社の関連会社２社は、それぞれ中間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、持分法を適用しておりません。

(4）持分法適用会社のうち、決算日が異なる会社については、当該会社の中間事業年度に係る財務諸表を使用して

おります。

３．連結子会社の中間決算日等に関する事項

　アケボノコーポレーション（ノースアメリカ）他在外子会社14社の中間連結決算日は６月30日であり、中間連結

財務諸表の作成にあたっては、同日現在の中間財務諸表を基礎とし、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おこなっております。

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

①　有価証券

その他の有価証券

時価のあるもの…中間連結決算日前１ヶ月の市場価格等の平均価格に基づく時価法

（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）

時価のないもの…移動平均法による原価法

②　デリバティブ

時価法

③　たな卸資産 

提出会社……製品は、総平均法による原価法　仕掛品は、総平均法による原価法

　　　　　　原材料及び貯蔵品は、最終仕入法による原価法

連結子会社…国内子会社は原則として提出会社と同一でありますが、在外子会社は、主に先入先出法による

　　　　　　低価法 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

　　提出会社……主として定率法（ただし平成10年４月１日以降に取得した建物（建物付属設備は除く)は定額法

を採用しております。)

 　 連結子会社…主として定率法によっている（ただし平成10年４月１日以降に取得した建物（建物付属設備は

除く)は定額法を採用しております。)が、一部子会社は定額法によっております。

 　 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　　　３～60年

機械装置及び運搬具　２～12年

②　無形固定資産

　定額法

　なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっ

ております。
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(3) 重要な繰延資産の処理方法

　①　社債発行費

　　　３年間で毎期均等償却

　②　開業費

　　　５年間で毎期均等償却

　③　新株発行費

　　　支出時に全額費用として処理

  (4) 重要な引当金の計上基準

 ①　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検討し、回収不能見込額を計上しております。

②　賞与引当金 

　　従業員に対して支給する賞与の見込額のうち、当中間連結会計期間の末日において負担すべき見積額を計

上しております。

③　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み額に基づ

き、当中間連結会計期間の末日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。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(５年)で定額法により費用処理しております。数

理計算上の差異は、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(14～15年)による定額法によ

り翌連結会計年度から費用処理することとしております。

④　役員退職慰労引当金

　　取締役及び監査役の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間連結会計期間末要支給額を役員退

職慰労引当金として計上しております。ただし、提出会社の取締役の退職慰労金は、平成17年４月１日以降

の新規加算を停止しております。

(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、在外子会社の資産及び負債は、在外子会社の中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、

収益及び費用は在外子会社の会計期間に基づく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。

(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おります。ただし、在外子会社については、一部売買処理によっ

ております。

(7) 重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　金利スワップ,金利オプション及び通貨オプションに関しては、繰延ヘッジ処理を採用しております。

なお、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場合は特例処理を採用しております。

また、為替予約については原則的な処理方法を採用しております。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

 　 　当中間連結会計期間にヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下のとおりであります。

　　　　ａ　ヘッジ手段…為替予約

　　　　　　ヘッジ対象…外貨建資産・負債

　　　　ｂ　ヘッジ手段…金利スワップ

　　　　　　ヘッジ対象…借入利息

　　　　ｃ　ヘッジ手段…金利オプション

　　　　　　ヘッジ対象…借入利息

　　　　ｄ　ヘッジ手段…通貨オプション

　　　　　　ヘッジ対象…外貨建資産・負債

③　ヘッジ方針

　当社グループは、デリバティブ取引に関し「社内規定」に従い、将来の為替変動リスク及び金利変動リスク

回避のためにヘッジをおこなっております。
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④　ヘッジの有効性の評価

　　　ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計又は相場変動とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計又

　　は相場変動を四半期ごとに比較し、両者の変動額等を基礎にして、ヘッジの有効性を評価している。

　　　ただし、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。

(8) 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

  ①　消費税等の会計処理

      消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、長期前

　　払費用として計上し法人税法の規定する期間にわたり償却しております。

 ②　連結納税制度の適用

　　連結納税制度を適用しております。

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おります。

６．会計処理の変更

（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42,110百万円であります。

　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。

（ストック・オプション等に関する会計基準） 

　当中間連結会計期間より、「ストック・オプション等に関する会計基準」（企業会計基準第８号　平成17年12月

27日）及び「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第11号　平成18年５

月31日）を適用しております。

　これにより営業利益、経常利益及び税金等調整前中間純利益は、それぞれ90百万円減少しております。 

　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。 
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

 （単位：百万円未満四捨五入）

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

※１　有形固定資産の減価償却累計額 116,213 138,369 135,286

　２　保証債務残高

　（保証予約を含む）
965 290 576

　３　期末日満期手形    

受取手形 ― 462 ―

支払手形 ― 134 ―

（中間連結損益計算書関係）

該当事項はありません。
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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（千株）

当中間連結会計期間
増加株式数（千株）

当中間連結会計期間
減少株式数（千株）

当中間連結会計期間
末株式数（千株）

発行済株式

普通株式 110,816 176 － 110,992

合計 110,816 176 － 110,992

自己株式

普通株式　（注）１,２ 3,803 34 53 3,785

合計 3,803 34 53 3,785

 （注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加35千株は、単元未満株式の買取り等による増加であります。

 　　　２．普通株式の自己株式の株式数の減少53千株は、新株予約権等の行使による自己株式の処分による減少であり

 　　　　ます。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる株
式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（千株） 当中間連結
会計期間末
残高
（百万円）

前連結会計
年度末

当中間連結
会計期間増加

当中間連結
会計期間減少

当中間連結
会計期間末

提出会社

（親会社）

ストック・オプション

としての新株予約権

（注）

普通株式 － 89 － 89 90

連結子会社 － － － － － － －

合計 － － 89 － 89 90

 （注）ストック・オプションとしての新株予約権の増加は、新株予約権の発行によるものであります。

３．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20日

定時株主総会
普通株式 642 6 平成18年３月31日 平成18年６月20日

（２）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間連結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30日

取締役会
普通株式 322 利益剰余金 3 平成18年９月30日 平成18年12月11日

曙ブレーキ工業㈱【連結】

【連結】-19-



（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

現金及び預金勘定 4,400百万円

預金期間が３ヵ月を

超える定期預金
△14百万円

現金及び現金同等物 4,386百万円

現金及び預金勘定 3,617百万円

預金期間が３か月を

超える定期預金
△35百万円

現金及び現金同等物 3,582百万円

現金及び預金勘定 5,120百万円

預金期間が３か月を

超える定期預金
△12百万円

現金及び現金同等物 5,108百万円
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①　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

 

機械装置

及び

運搬具

(百万円)

 

工具器具

備品

(百万円)

 

無形

固定

資産他

(百万円)

 
合計

(百万円)

取得価額
相当額

2,003  784  1,806  4,593

減価償却
累計額
相当額

1,058  527  1,063  2,648

中間
期末残高
相当額

945  257  743  1,945

①　リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び中間期末残高相

当額

 

機械装置

及び

運搬具

(百万円)

 

有形固定

資産

「その

他」

(百万円)

 

無形固定

資産

「その

他」

(百万円)

 
合計

(百万円)

取得価額
相当額

1,826  628  1,679  4,133

減価償却
累計額
相当額

1,152  498  1,294  2,944

減損損失
累計額
相当額

12  ―  ―  12

中間
期末残高
相当額

662  130  385  1,177

①　リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び期末残高相当額

 

機械装置

及び

運搬具

(百万円)

 

有形固定

資産

「その

他」

(百万円)

 

無形固定

資産

「その

他」 

(百万円)

 
合計

(百万円)

取得価額
相当額

1,890  669  1,556  4,115

減価償却
累計額
相当額

1,046  495  1,023  2,564

減損損失
累計額
相当額

15  ―  ―  15

期末残高
相当額

829  174  533  1,536

②　未経過リース料中間期末残高相

当額

１年以内 855百万円

１年超 1,143百万円

合計 1,998百万円

②　未経過リース料中間期末残高相

当額及びリース資産減損勘定中間

期末残高

１年以内 721百万円

１年超 503百万円

合計 1,224百万円

　リース資産減損
　勘定中間期末残
　高

12百万円

②　未経過リース料期末残高相当額

及びリース資産減損勘定期末残高

１年以内 817百万円

１年超 772百万円

合計 1,589百万円

　リース資産減損
　勘定期末残高

15百万円

③　支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 542百万円

減価償却費
相当額

508百万円

支払利息
相当額

34百万円

③　支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当額、

支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 445百万円

リース資産減損
勘定の取崩額

3百万円

減価償却費
相当額

415百万円

支払利息
相当額

21百万円

減損損失 －百万円

③　支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当額、

支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 973百万円

リース資産減損
勘定の取崩額

－百万円

減価償却費
相当額

911百万円

支払利息
相当額

57百万円

減損損失 15百万円

④　減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法

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

いる。

④　減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法

減価償却費相当額の算定方法

同左

④　減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法

減価償却費相当額の算定方法

同左

利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取

得価額相当額の差額を利息相当額

とし、各期への配分方法について

は利息法によっている。

利息相当額の算定方法

同左

利息相当額の算定方法

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）

２　オペレーティング・リース取引 ２　オペレーティング・リース取引 ２　オペレーティング・リース取引

未経過

リース料

１年以内 1,640百万円

１年超 2,938百万円

合計 4,578百万円

未経過

リース料

１年以内 176百万円

１年超 133百万円

合計 309百万円

未経過

リース料

１年以内 179百万円

１年超 292百万円

合計 471百万円

(減損損失について)

リース資産に配分された減損損失はな

い。

 

 

 

 

②　有価証券

前中間連結会計期間末(平成17年９月30日)

１　その他有価証券で時価のあるもの

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）

株式 3,773 6,598 2,825

合計 3,773 6,598 2,825

２　時価のない有価証券の主な内容及び中間連結貸借対照表計上額

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 98

債券 15

合計 113

当中間連結会計期間末(平成18年９月30日)

１　その他有価証券で時価のあるもの

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）

株式 3,504 7,549 4,045

合計 3,504 7,549 4,045

２　時価のない有価証券の主な内容及び中間連結貸借対照表計上額

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 69

合計 69
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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

区分
取得価格
（百万円）

連結貸借対照表計上額
（百万円）

差額
（百万円）

連結貸借対照表計上額が取得原価を超

えるもの
   

株式 3,773 8,465 4,692

小計 3,773 8,465 4,692

連結貸借対照表計上額が取得原価を超

えないもの
   

株式 2 1 △1

小計 2 1 △1

合計 3,775 8,466 4,691

 （注）表中の「取得価格」は減損処理後の帳簿価額であります。

なお、下落率が著しい株式の減損にあっては、個別銘柄毎に、当連結会計年度における最高値・最安値と帳簿価格

との乖離状況等保有有価証券の時価水準を把握するとともに発行体の外部信用格付を総合的に判断しております。

２　時価のない有価証券の主な内容及び連結貸借対照表計上額

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 71
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③　デリバティブ取引

前中間連結会計期間末(平成17年９月30日現在)

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

１　通貨関連

区分 種類
契約額等
（百万円）

契約額等のうち１
年超(百万円)

時価
（百万円）

評価損益
（百万円）

市場取引以外の取引

為替予約取引     

売　　　建     

米ドル 144 ― 146 △2

買　　　建     

米ドル 133 ― 135 2

ユーロ 149 ― 151 2

合計 ― ― ― 2

 （注）時価の算定方法は、取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

２　金利関連

　金利スワップ契約をおこなっておりますが、ヘッジ会計を適用しているので注記の対象から除いております。

当中間連結会計期間末(平成18年９月30日現在)

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

１　通貨関連

区分 種類
契約額等
（百万円）

契約額等のうち１
年超(百万円)

時価
（百万円）

評価損益
（百万円）

市場取引以外の取引

為替予約取引     

売　　　建     

米ドル 115 ― 118 △3

買　　　建     

米ドル     

ユーロ 134 ― 135 1

合計 ― ― ― △2

 （注）時価の算定方法は、取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

２　金利関連

　金利スワップ契約をおこなっておりますが、ヘッジ会計を適用しているので注記の対象から除いております。
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前連結会計年度末(平成18年３月31日現在)

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

１　通貨関連

区分 種類
契約額等
（百万円）

契約額等のうち１
年超(百万円)

時価
（百万円）

評価損益
（百万円）

市場取引以外の取引

為替予約取引     

売建     

 米ドル 71 ― 70 1

  買建     

 ユーロ 128 ― 128 0

合計 ― ― ― ―

(注)　１　時価の算定方法

取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。

２　前連結会計年度において、為替予約取引はすべて「外貨建取引等会計処理基準」により外貨建金銭債権に

　　振り当てられているため、開示の対象から除いております。　

 

２　金利関連

　当連結会計年度において、金利スワップ取引をおこなっておりますが、ヘッジ会計を適用しているので注記の対象か

ら除いております。

④　ストック・オプション等

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．当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名

売上原価　　　　　　　　10百万円

販売費及び一般管理費　　80百万円

２．ストック・オプションの内容

当中間連結会計期間において付与したストック・オプションは、以下のとおりであります。

 第３回新株予約権

 付与対象者の区分及び人数 当社取締役及び役付執行役員 17名

 株式の種類別のストック・オプションの付与数（注）
中期新株予約権　普通株式　30,200株

長期新株予約権　普通株式　59,500株

 付与日 平成18年７月３日

 権利確定条件  なし

 対象勤務期間  付与日と権利確定日は同一日であります

 権利行使期間
 中期新株予約権　平成20年７月４日～平成22年７月３日

長期新株予約権　平成23年７月４日～平成28年７月３日

 権利行使価格（円） 1

 付与日における公正な評価単価（円）
 中期新株予約権 　　　　　　　　　　　　　　1,011

 長期新株予約権　　　　　　　　　　　　　　　 994

（注）株式数に換算して記載しております。
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⑤　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

　当社及び連結子会社の事業は、ブレーキ製品関連事業のみの単一セグメントであるため、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)

欧州他
(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
50,126 13,585 594 64,305 ― 64,305

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
2,093 95 935 3,123 (3,123) ―

計 52,219 13,680 1,529 67,428 (3,123) 64,305

営業費用 47,651 13,529 1,750 62,930 (3,199) 59,731

営業利益

又は営業損失(△)
4,568 151 △221 4,498 76 4,574

　(注) １　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　本邦以外の区分に属する主な国

北米：米国

欧州他：仏国・ドイツ

３　「消去又は全社」に含めた金額の内容は、セグメント間取引の消去であり配賦不能営業費用はありません。

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)

欧州他
(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
46,801 34,225 5,193 86,219 ― 86,219

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
5,026 234 1,079 6,339 (6,339) ―

計 51,827 34,459 6,272 92,558 (6,339) 86,219

営業費用 48,106 32,093 6,247 86,446 (6,328) 80,118

営業利益

又は営業損失(△)
3,721 2,366 25 6,112 (11) 6,101

　(注) １　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　本邦以外の区分に属する主な国

北米：米国

欧州他：仏国・中国・インドネシア

３　「消去又は全社」に含めた金額の内容は、セグメント間取引の消去であり配賦不能営業費用はありません。

４　会計処理の変更に記載のとおり、当中間連結会計期間より、「ストック・オプション等に関する会計基準」

（企業会計基準第８号　平成17年12月27日）及び「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第11号　平成18年５月31日）を適用しております。

  この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「日本」の営業費用が90百万円増加し、営業利益が同額

減少しております。
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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)

日本
（百万円）

北米
（百万円）

欧州他
（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
101,046 39,482 1,732 142,260 ― 142,260

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
5,097 365 1,744 7,206 (7,206) ―

計 106,143 39,847 3,476 149,466 (7,206) 142,260

営業費用 96,075 37,970 3,895 137,940 (7,410) 130,530

営業利益

又は営業損失(△)
10,068 1,877 △419 11,526 204 11,730

　(注) １　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　本邦以外の区分に属する主な国

北米：米国

欧州他：仏国・中国・インドネシア

３　「消去又は全社」に含めた金額の内容は、セグメント間取引の消去であり配賦不能営業費用はありません。
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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 欧州 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 12,932 870 3,982 17,784

Ⅱ　連結売上高(百万円) ― ― ― 64,305

Ⅲ　連結売上高に占める

海外売上高の割合(％)
20.1 1.4 6.2 27.7

　(注) １　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　各区分に属する主な国又は地域

北米：米国、カナダ

欧州：ドイツ、仏国

その他の地域：インドネシア、台湾、中国

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。

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 欧州 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 32,182 1,466 3,528 37,176

Ⅱ　連結売上高(百万円) ― ― ― 86,219

Ⅲ　連結売上高に占める

海外売上高の割合(％)
37.3 1.7 4.1 43.1

　(注) １　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　各区分に属する主な国又は地域

北米：米国、カナダ

欧州：ドイツ、仏国

その他の地域：インドネシア、台湾、中国

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。

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 欧州 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 37,270 2,195 7,384 46,849

Ⅱ　連結売上高(百万円) ― ― ― 142,260

Ⅲ　連結売上高に占める

海外売上高の割合(％)
26.2 1.5 5.2 32.9

　(注) １　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　各区分に属する主な国又は地域

北米：米国、カナダ

欧州：ドイツ、仏国

その他の地域：インドネシア、台湾、中国

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。

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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