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１．平成19年９月中間期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 108,692 18.3 4,038 13.7 4,303 12.3 2,597 16.1

18年９月中間期 91,870 5.2 3,550 △7.0 3,832 △7.7 2,236 △32.9

19年３月期 199,177 － 8,237 － 9,110 － 5,504 －

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

円 銭 円 銭

19年９月中間期 175 50 －  

18年９月中間期 151 16 －  

19年３月期 371 97 －  

（参考）持分法投資損益 19年９月中間期 155百万円 18年９月中間期 128百万円 19年３月期 283百万円

(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

19年９月中間期 100,185 41,903 39.2 2,652 10

18年９月中間期 79,926 34,737 41.2 2,225 09

19年３月期 95,061 38,677 38.5 2,470 05

（参考）自己資本 19年９月中間期 39,247百万円 18年９月中間期 32,928百万円 19年３月期 36,553百万円

(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

19年９月中間期 5,836 △9,921 5,023 7,555

18年９月中間期 4,853 △5,502 804 4,520

19年３月期 10,527 △13,317 3,665 5,443

２．配当の状況

 １株当たり配当金

（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭

19年３月期 15 00 15 00 30 00

20年３月期 17 00 －

20年３月期（予想） － 17 00 34 00

３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 218,000 9.4 9,200 11.7 9,600 5.4 6,000 9.0 405 44
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　有

新規 2社
（社名　アラバマ・カルマン・ユタカ・テクノロジーズ・リミテッド・ライアビリティ・

　　　　カンパニー）

  （社名　ユタカ・オートパーツ・インディア・プライベート・リミテッド）

（注）詳細は、６ページ「企業集団の状況」をご覧ください。

(2）中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（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に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　無

②　①以外の変更　　　　　　　　無

 

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年９月中間期 14,820,000株 18年９月中間期 14,820,000株 19年３月期 14,820,000株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 21,380株 18年９月中間期 21,380株 19年３月期 21,380株

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、34ページ「１株当たり情報」

をご覧ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年９月中間期の個別業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 58,105 11.5 923 △8.5 1,804 △3.1 1,334 17.0

18年９月中間期 52,120 3.6 1,009 △33.5 1,863 △9.9 1,140 △44.8

19年３月期 111,782 － 3,048 － 4,068 － 2,572 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年９月中間期 90 06

18年９月中間期 76 97

19年３月期 173 60

(2）個別財政状態

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

19年９月中間期 54,453 23,056 42.3 1,555 86

18年９月中間期 48,196 20,734 43.0 1,399 16

19年３月期 56,081 21,943 39.1 1,480 80

（参考）自己資本 19年９月中間期 23,056百万円 18年９月中間期 20,734百万円 19年３月期 21,943百万円

２．平成20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 114,000 2.0 2,800 △8.1 4,000 △1.7 2,600 1.1 175 45

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含ん

でおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

（当中間期の経営成績）

　当中間連結会計期間における世界経済は、米国においては金融不安等の影響から景気不透明感が拡大しております

が、アジアでは中国を中心に景気は引き続き拡大しております。一方、国内経済は設備投資の増加や雇用状況の改善

はみられるものの、個人消費の伸びも力強さが見られません。

　このような状況のもと、当社グループではホンダ車の好調な売れ行きにより、各地域で増収となりました。

　売上高を事業の種類別に見ますと自動車部品四輪は960億７千２百万円（前年同期比18.9％増）、自動車部品二輪は

71億３千万円（前年同期比12.7％増）、汎用製品組立及び汎用部品は54億８千９百万円（前年同期比18.6％増）となっ

ております。

 

　所在地別セグメントの状況につきましては、日本では、売上高475億７千８百万円（前年同期比9.1％増）、営業利

益10億３千３百万円（前年同期比4.6％減）と増収減益となりました。これは生産増による増量効果と原価改善効果が

あったものの、原材料価格の高騰ならびに将来に向けた研究開発費用の負担増が主な要因であります。

　生産面では、本田技研工業㈱ 鈴鹿製作所向け排気系部品一貫生産工場の三重製作所が５月に稼動開始しました。旧

鈴鹿製作所からの移管も８月に全て完了しました。

　北米では、売上高380億５千３百万円（前年同期比12.2％増）、営業利益15億４百万円（前年同期比5.9％減）と増

収減益となりました。増量効果と生産性向上効果があったものの、平成18年12月に設立したアラバマ・カルマン・ユ

タカ・テクノロジーズ・リミテッド・ライアビリティ・カンパニーの立上げ準備費用の増加が影響しました。また、

サウスキャロライナ・ユタカ・テクノロジーズ・インコーポレーテッドでは、今年６月にＡＴＶ用排気系部品をはじ

めて受注し生産を開始しております。

 

　その他の地域では、売上高230億６千１百万円（前年同期比60.9％増）、営業利益15億５千７百万円（前年同期比

62.4％増）となりました。アジア、中国、欧州共に生産増に伴い増収増益となりました。中国で今年３月に開所した

四輪排気系部品の生産会社、武漢金豊汽配有限公司が順調に生産を開始しました。また、タイのワイエス・テック（タ

イランド）カンパニー・リミテッドでは四輪排気系部品の生産を本格化させております。欧州のユーワイエス・リミ

テッドでは客先からの受注増に伴い収益を改善しております。また、インドでの第二拠点ユタカ・オートパーツ・イ

ンディア・プライベート・リミテッド及びブラジルのユタカ・ド・ブラジル・リミターダでは新工場の建設が順調に

進んでおります。

（通期の見通し）

　通期の経済情勢は、米国経済の減速や原材料価格上昇等の先行き不安感が残り、引続き予断を許さぬ状況でありま

す。

 このようななか、当社グループの通期の見通しは、売上高は、米国、アジア地区の客先の増産により全体としては前

期に対して増収の予測であります。経常利益も、海外拠点の新規立上り費用が増加するものの増量効果と原価改善の

効果により、前年度より増益の見込であります。

 為替レートにつきましては、１ドル115円で予測しております。

 通期業績見通しにつきましては、連結では売上高2,180億円、営業利益92億円、経常利益96億円、当期純利益60億円

の予定であります。
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(2）財政状態に関する分析

（資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況に関する分析） 

 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、税金等調整前中間純利

益が、42億２百万円（前年同期比17.4％増）と増加し、投資活動の有形固定資産の取得による支出等の要因もありま

したが、短期借入金の純増などの財務キャッシュ・フローの増加及び新規連結による現金等の増加等により、前中間

連結会計期間に比べ30億３千４百万円増加し、当中間連結会計期間には75億５千５百万円となりました。

　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とおりであります。

 （営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は、58億３千６百万円（前年同期比20.3％増）となりました。これは税金等調整前

当期純利益が、42億２百万円（前年同期比17.4％増）と増加したことに加え売上債権の減少及び法人税等の支払額

が減少したことによるものです。

 （投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は、99億２千１百万円（前年同期比80.3％増）となりました。これは業容拡大のた

めの新工場建設ならびに新機種投資の支出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）

　財務活動の結果得られた資金は、50億２千３百万円（前年同期比524.5％増）となりました。これは主に仕入債

務の支払い等に伴う短期借入金の純増による収入によるものであります。

（キャッシュ・フロー関連指標の推移）

平成16年
３月期

平成17年
３月期

平成18年
３月期

平成19年
３月期

平成19年９月
中間期

自己資本比率（％） 31.6 32.9 39.9 38.5 39.2

時価ベースの自己資本比率（％） 35.3 49.1 83.3 52.9 50.4

債務償還年数（年） 2.0 1.1 2.5 1.8 2.1

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 19.3 60.2 22.9 54.8 22.9

　（注）１．各指標は、次の算式によっております。

　　　　　　自己資本比率：自己資本／総資本

　　　　　　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・ガバレッジ・レシオ：営業キャッシュフロー／利払い

　　　　２.いずれも連結ベースの財務諸表により計算しています。

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

ます。

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

ています。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

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

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

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

17円とすることを決定しました。また、当期の期末配当金についても１株あたり２円増配し17円とし、中間配当金を

含めた年間配当金は１株当たり34円とする予定であります。内部留保資金につきましては、事業拡大のための投資及

び出資に充当するとともに業績の向上に努め、財務体質の強化を図ってまいる所存であります。
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(4）事業等のリスク

①　市場環境の変化

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

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

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

可能性があります。

②　為替変動

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

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

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

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

性があります。

③　二輪車及び四輪車業界に係る環境並びにその他の規制

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

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

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

に対して大きな影響を及ぼす可能性があります。

④　知的財産の保護

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

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

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

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

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

⑤　特定の原材料および部品の外部事業者への依存

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

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

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

影響を与え、コストを増加させる可能性があります。

⑥　世界各国での事業展開

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

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

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

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

性があります。

⑦　災害・戦争・テロ・ストライキ等の影響

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

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

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

事業、財政状態および経営成績に悪影響を与える可能性があります。
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２．企業集団の状況
 

 

国
内
・
海
外
得
意
先
（ 

親
会
社
・
本
田
技
研
工
業
（
株
）
他 

） 

当      

社 
 
 

（
四
輪
・
二
輪
・
汎
用
・
そ
の
他
） 

(米国) 
※1 カーディントン・ユタカ・テクロノロジーズ・ 

    インコーポレーテッド 
※1 サウスキャロライナ・ユタカ・テクノロジーズ・ 

    インコーポレーテッド 
※1 アラバマ・カルマン・ユタカ・テクノロジーズ・ 

    リミテッド・ライアビリティ・カンパニー 

 

(四輪・二輪) 

 
(四輪・二輪) 
 

(四輪) 

＜北米＞ 

(中国) 
※1 重慶金豊機械有限公司 
※1 武漢金豊汽配有限公司 
※1 佛山市豊富汽配有限公司 
※1 佛山優達佳汽配有限公司 

(インドネシア) 
※1 ピー・ティー・ユタカ・マニファクチャリング・ 

    インドネシア 
(タイ) 
※1 ワイエス・テック(タイランド)カンパニー・ 

    リミテッド 
(フィリピン) 
※1 ユタカ・マニファクチャリング(フィリピンズ) 

    インコーポレーテッド 
※1,3 ユージー・フィリピンズ・インコーポレーテッド 

 
(英国) 
※1 ユーワイエス・リミテッド 
※1,4 ユタカギケン(ユーケー)リミテッド 

(ブラジル) 
※1 ユタカ・ド・ブラジル・リミターダ 

(インド) 
※1 ユタカ・オートパーツ・プーネ・リミテッド 
※1 ユタカ・オートパーツ・インディア・プライベート・ 
   リミテッド 

 
(四輪・二輪) 

(四輪) 
(四輪) 
(四輪) 

 
 

(二輪) 
 
 

(四輪) 
 
 
(四輪・二輪) 
 
(四輪・二輪) 
 

(四輪) 
(四輪) 

 
(四輪) 

 
(四輪・二輪) 
 
(四輪・二輪) 

＜その他の地域＞ 

：製品の供給 

：原材料・部品及び金型・設備の供給 

：技術供与 

※1（株）スミレックス 

※2 新日工業（株） 

(四輪) 

(四輪・二輪・汎用) 

＜日本＞ 

　（注）※１．連結子会社（17社）

※２．関連会社で持分法適用会社（１社）

※３．ユタカ・マニュファクチャリング（フィリピンズ）インコーポレーテッドの土地保有会社
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※４．ユーワイエス・リミテッドの持株会社

  ５．上記系統図中に記載の「四輪」、「二輪」、「汎用」及び「その他」は、次のとおり事業の種類別セグメ

　　　ントを示しております。

四輪＝自動車部品四輪　　　　　　　　　二輪＝自動車部品二輪

汎用＝汎用製品組立及び汎用部品　　　　その他＝その他
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

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

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

まいります。

(2）目標とする経営指標

　当社グループは、売上の拡大と適正な利益を確保すべく事業を行っておりますので、売上高利益率をその重要な経

営指標と位置付けております。 　

(3）中長期的な会社の経営戦略

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

月期迄）において、ワールドワイドに拠点展開をしている強みを生かし、コスト競争力の実現を基本方針に掲げ、以

下の３つの基本戦略をもとに諸施策の展開をしております。

・ゆるぎない企業基盤の確立する。

・ライバルを一歩リードする生産体質を構築する。

・ワールドワイドで売上、利益拡大を図る。

(4)会社の対処すべき課題

　今後の世界経済は、国際情勢や原油及び原材料価格の動向等の不透明感等があることから全体的には厳しい経済環

境が続き、自動車部品業界においても、競争がより厳しくなることが予測されます。このようななか、当社グループ

は、グローバルでの存在価値を高めるべく、競合他社よりも、競争力のある確固とした企業体質を構築することに取

組んでまいります。そのために「開発の自立化とスピードＵＰ」、「国内生産体質の強化とマザー力強化」及び「海

外拠点の体質強化」に向け、主幹部品である排気系部品、駆動系部品及び制動系部品の三本柱に、経営資源を集中し

てまいります。
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４．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19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 4,923 8,066 5,752

２．受取手形及び売
掛金

※５ 20,935 22,798 24,948

３．たな卸資産 11,428 14,435 13,690

４．繰延税金資産 872 784 950

５．その他 ※４ 1,774 2,787 2,121

流動資産合計 39,934 50.0 48,872 48.8 47,462 49.9

Ⅱ　固定資産

(1）有形固定資産 ※1、2

１．建物及び構築
物

9,765 12,524 12,474

２．機械装置及び
運搬具

15,654 20,503 18,273

３．工具、器具及
び備品

1,797 1,815 1,711

４．土地 4,043 5,450 5,185  

５．建設仮勘定 4,084 35,345 44.2 5,995 46,289 46.2 3,358 41,002 43.2

(2）無形固定資産 740 0.9 649 0.6 677 0.7

(3）投資その他の資
産

１．投資有価証券 2,133 2,412 4,162

２．長期貸付金 152 44 97

３．繰延税金資産 531 435 391

４．その他 1,108 1,499 1,285

貸倒引当金 △19 3,905 4.9 △19 4,373 4.4 △19 5,918 6.2

固定資産合計 39,992 50.0 51,312 51.2 47,598 50.1

資産合計 79,926 100.0 100,185 100.0 95,061 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19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

※５ 21,957 24,777 26,055

２．短期借入金 11,498 15,833 9,848

３．未払法人税等 788 726 1,172

４．賞与引当金 998 1,068 1,041

５．役員賞与引当金 － － 32

６．その他 ※５ 4,734 5,778 7,661

流動負債合計 39,977 50.0 48,185 48.1 45,812 48.2

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 4,088 8,767 9,305

２．退職給付引当金 356 433 382

３．役員退職慰労引
当金

157 195 188

４．その他 608 699 694

固定負債合計 5,210 6.5 10,096 10.1 10,571 11.1

負債合計 45,188 56.5 58,281 58.2 56,383 59.3

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本        

１．資本金  1,754 2.2 1,754 1.8 1,754 1.8

２．資本剰余金  547 0.7 547 0.5 547 0.6

３．利益剰余金  29,990 37.5 35,397 35.3 33,036 34.8

４．自己株式  △12 △0.0 △12 △0.0 △12 △0.0

株主資本合計  32,279 40.4 37,686 37.6 35,324 37.2

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券
評価差額金

 92 0.1 85 0.1 96 0.1

２．為替換算調整勘
定

 556 0.7 1,475 1.5 1,132 1.2

評価・換算差額等
合計

 648 0.8 1,561 1.6 1,228 1.3

Ⅲ　少数株主持分  1,809 2.3 2,656 2.6 2,123 2.2

純資産合計  34,737 43.5 41,903 41.8 38,677 40.7

負債純資産合計  79,926 100.0 100,185 100.0 95,061 100.0
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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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19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18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 91,870 100.0 108,692 100.0 199,177 100.0

Ⅱ　売上原価 82,420 89.7 97,992 90.2 178,827 89.8

売上総利益 9,449 10.3 10,700 9.8 20,350 10.2

Ⅲ　販売費及び一般管
理費

※１ 5,898 6.4 6,661 6.1 12,112 6.1

営業利益 3,550 3.9 4,038 3.7 8,237 4.1

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 113 91 87

２．賃貸料 3 0 6

３．為替差益 101 177 358

４．持分法による投
資利益

128 155 283

５．その他 159 506 0.5 121 545 0.5 428 1,164 0.6

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 158 258 190

２．その他 66 225 0.2 22 281 0.2 101 292 0.1

経常利益 3,832 4.2 4,303 4.0 9,110 4.6

Ⅵ　特別利益

１．国庫補助金等収
入

 － 49 －

２．固定資産売却益 ※２ 21 21 0.0 5 54 0.0 127 127 0.1

Ⅶ　特別損失

１．固定資産廃却損 ※３ 47 87 172

２．固定資産売却損 ※４ － － 82

３．固定資産圧縮損  － 49 －

４．特別退職金  29 8 38

５．減損損失 ※５ 196 － 196

６．その他 ※６ － 273 0.3 9 155 0.1 － 489 0.3

税金等調整前中
間（当期）純利
益

3,580 3.9 4,202 3.9 8,747 4.4

法人税、住民税
及び事業税

1,126 1,008 2,407

法人税等調整額 △56 1,070 1.2 171 1,180 1.1 224 2,631 1.3

少数株主利益 272 0.3 425 0.4 611 0.3

中間（当期）純
利益

2,236 2.4 2,597 2.4 5,504 2.8
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書

 　 前中間連結会計期間（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）
1,754 547 27,978 △12 30,267

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）   △192  △192

役員賞与（注）   △32  △32

中間純利益   2,236  2,236

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）　

　　　

     

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
－ － 2,012 － 2,012

平成18年９月30日　残高

（百万円）
1,754 547 29,990 △12 32,279

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計その他有価証券評価
差額金

為替換算調整勘定
評価・換算差額等合
計

平成18年３月31日　残高

（百万円）
136 241 377 1,501 32,146

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）     △192

役員賞与（注）     △32

中間純利益     2,236

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
△44 315 271 307 579

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
△44 315 271 307 2,591

平成18年９月30日　残高

（百万円）
92 556 648 1,809 34,737

　（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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 　 当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19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19年３月31日　残高

（百万円）
1,754 547 33,036 △12 35,324

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当   △222  △222

中間純利益   2,597  2,597

連結子会社の増加に伴う剰余金

の減少
  △13  △13

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）　

　　　

     

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
－ － 2,361 － 2,361

平成19年９月30日　残高

（百万円）
1,754 547 35,397 △12 37,686

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19年３月31日　残高

（百万円）
96 1,132 1,228 2,123 38,677

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当     △222

中間純利益     2,597

連結子会社の増加に伴う剰余金

の減少
    △13

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）
△10 343 332 532 864

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
△10 343 332 532 3,226

平成19年９月30日　残高

（百万円）
85 1,475 1,561 2,656 41,903
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 　 前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自平成18年４月１日　至平成19年３月31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）
1,754 547 27,978 △12 30,267

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注）   △192  △192

剰余金の配当   △222  △222

役員賞与（注）   △32  △32

当期純利益   5,504  5,504

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）　　　

　

     

連結会計年度中の変動額合計

（百万円）
－ － 5,057 － 5,057

平成19年３月31日　残高

（百万円）
1,754 547 33,036 △12 35,324

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計その他有価証券評価
差額金

為替換算調整勘定
評価・換算差額等合
計

平成18年３月31日　残高

（百万円）
136 241 377 1,501 32,146

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注）     △192

剰余金の配当     △222

役員賞与（注）     △32

当期純利益     5,504

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）
△40 891 850 622 1,473

連結会計年度中の変動額合計

（百万円）
△40 891 850 622 6,531

平成19年３月31日　残高

（百万円）
96 1,132 1,228 2,123 38,677

　（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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19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18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・
フロー

税金等調整前中間（当
期）純利益

3,580 4,202 8,747

減価償却費 2,344 2,904 5,341

減損損失 196 － 196

のれん償却額 61 81 142

貸倒引当金の増減額
（減少：△）

2 1 －

賞与引当金の増減額
（減少：△）

8 22 48

役員賞与引当金の増減額
（減少：△）

－ △32 32

退職給付引当金の増減額
（減少：△）

56 50 △203

役員退職慰労引当金の増
減額（減少：△）

△20 6 11

為替差損益（差益：△） △0 － △0

受取利息 △113 △91 △88

持分法による投資利益 △128 △155 △283

支払利息 158 258 190

有形固定資産売却益 △21 △5 △127

有形固定資産廃却損 47 90 172

有形固定資産売却損 － － 82

国庫補助金等収入 － △49 －

固定資産圧縮損 － 49 －

特別退職金 29 8 38

売上債権の増減額
（増加：△）

223 2,308 △3,493

たな卸資産の増減額
（増加：△）

△10 △701 △2,064

仕入債務の増減額
（減少：△）

51 △1,329 3,892

役員賞与の支払額 △32 － △32

その他 649 △214 1,307

小計 7,083 7,407 13,912

利息の受取額 134 115 108

利息の支払額 △162 △254 △191

特別退職金の支払額 △29 △8 △38

法人税等の支払額 △2,171 △1,422 △3,262

営業活動によるキャッシュ・
フロー

4,853 5,836 10,527
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前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19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18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・
フロー

定期預金の預入による支
出

△202 △199 △80

定期預金の払戻による収
入

30 － －

有形固定資産の取得によ
る支出

△5,026 △9,999 △11,273

有形固定資産の売却によ
る収入

39 175 184

連結範囲の変更を伴う子
会社株式の取得による支
出

△298 － △298

投資有価証券の取得によ
る支出

－ － △1,859

貸付けによる支出 △73 － △40

貸付金の回収による収入 29 52 52

国庫補助金等収入 － 49 －

投資活動によるキャッシュ・
フロー

△5,502 △9,921 △13,317

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：△）

1,361 5,070 △1,038

長期借入れによる収入 － 685 5,731

長期借入金の返済による
支出

△340 △466 △482

配当金の支払額 △192 △228 △414

少数株主への配当金の支
払額

△23 △37 △130

財務活動によるキャッシュ・
フロー

804 5,023 3,665
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前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19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18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

45 264 247

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減
額（減少：△）

200 1,203 1,123

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

4,320 5,443 4,320

Ⅶ　新規連結による現金等の増
加

－ 908 －

Ⅷ　現金及び現金同等物の期末
残高

4,520 7,555 5,443
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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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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　　　15社

株式会社スミレックス

カーディントン・ユタカ・テク

ノロジーズ・インコーポレー

テッド

ユタカ・マニファクチャリング

（フィリピンズ）インコーポ

レーテッド

ユージー・フィリピンズ・イン

コーポレーテッド

重慶金豊機械有限公司

ピー・ティー・ユタカ・マニ

ファクチャリング・インドネシ

ア

ユタカギケン（ユーケー）リミ

テッド

サウスキャロライナ・ユタカ・

テクノロジーズ・インコーポ

レーテッド

ユタカ・ド・ブラジル・リミ

ターダ

ワイエス・テック（タイラン

ド）カンパニー・リミテッド

佛山市豊富汽配有限公司

ユーワイエス・リミテッド

佛山優達佳汽配有限公司

武漢金豊汽配有限公司

タタ・ユタカ・オートコンプ・

リミテッド

　なお、持分法適用関連会社で

ありましたタタ・ユタカ・オー

トコンプ・リミテッドにつきま

しては、平成18年8月25日に持

分を追加取得したことにより子

会社となったため、当中間連結

会計期間より連結の範囲に含め、

当中間連結会計期間末の貸借対

照表のみ連結しております。

(1）連結子会社の数　　　17社

株式会社スミレックス

カーディントン・ユタカ・テク

ノロジーズ・インコーポレー

テッド

ユタカ・マニファクチャリング

（フィリピンズ）インコーポ

レーテッド

ユージー・フィリピンズ・イン

コーポレーテッド

重慶金豊機械有限公司

ピー・ティー・ユタカ・マニ

ファクチャリング・インドネシ

ア

ユタカギケン（ユーケー）リミ

テッド

サウスキャロライナ・ユタカ・

テクノロジーズ・インコーポ

レーテッド

ユタカ・ド・ブラジル・リミ

ターダ

ワイエス・テック（タイラン

ド）カンパニー・リミテッド

佛山市豊富汽配有限公司

ユーワイエス・リミテッド

佛山優達佳汽配有限公司

武漢金豊汽配有限公司

ユタカ・オートパーツ・プー

ネ・リミテッド

アラバマ・カルマン・ユタカ・

テクノロジーズ・リミテッド・

ライアビリティ・カンパニー

ユタカ・オートパーツ・イン

ディア・プライベート・リミ

テッド

　なお、アラバマ・カルマン・

ユタカ・テクノロジーズ・リミ

テッド・ライアビリティ・カン

パニー、ユタカ・オートパー

ツ・インディア・プライベー

ト・リミテッドにつきましては、

当中間連結会計期間より、重要

性の観点から連結の範囲に含め

ることといたしました。

(1）連結子会社の数　　　15社

株式会社スミレックス

カーディントン・ユタカ・テク

ノロジーズ・インコーポレー

テッド

ユタカ・マニファクチャリング

（フィリピンズ）インコーポ

レーテッド

ユージー・フィリピンズ・イン

コーポレーテッド

重慶金豊機械有限公司

ピー・ティー・ユタカ・マニ

ファクチャリング・インドネシ

ア

ユタカギケン（ユーケー）リミ

テッド

サウスキャロライナ・ユタカ・

テクノロジーズ・インコーポ

レーテッド

ユタカ・ド・ブラジル・リミ

ターダ

ワイエス・テック（タイラン

ド）カンパニー・リミテッド

佛山市豊富汽配有限公司

ユーワイエス・リミテッド

佛山優達佳汽配有限公司

武漢金豊汽配有限公司

ユタカ・オートパーツ・プー

ネ・リミテッド

　なお、持分法適用関連会社で

ありましたタタ・ユタカ・オー

トコンプ・リミテッド（現ユタ

カ・オートパーツ・プーネ・リ

ミテッド）につきましては、平

成18年８月25日に持分を追加取

得したことにより子会社となっ

たため、当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．持分法の適用に関する事

項

(1）持分法適用関連会社の数　１社

新日工業株式会社

(1）持分法適用関連会社の数　１社

新日工業株式会社

(1）持分法適用会社の数　１社

新日工業株式会社
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事項

　連結子会社のうち、ピー・

ティー・ユタカ・マニファクチャリ

ング・インドネシア、重慶金豊機械

有限公司、ユタカ・ド・ブラジル・

リミターダ、ワイエス・テック（タ

イランド）カンパニー・リミテッド、

佛山市豊富汽配有限公司、佛山優達

佳汽配有限公司及び武漢金豊汽配有

限公司の中間決算日は、６月30日で

あります。

　中間連結財務諸表の作成に当たっ

ては、同中間決算日現在の中間財務

諸表を使用しておりますが、中間連

結決算日との間に発生した重要な取

引については、連結上必要な調整を

行っております。

同左 　連結子会社のうち、ピー・

ティー・ユタカ・マニファクチャリ

ング・インドネシア、重慶金豊機械

有限公司、ユタカ・ド・ブラジル・

リミターダ、ワイエス・テック（タ

イランド）カンパニー・リミテッド、

佛山市豊富汽配有限公司、佛山優達

佳汽配有限公司及び武漢金豊汽配有

限公司の決算日は、12月31日であり

ます。

　連結財務諸表の作成に当たっては、

同決算日現在の財務諸表を使用して

おりますが、連結決算日との間に発

生した重要な取引については、連結

上必要な調整を行っております。

４．会計処理基準に関する事

項

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

(イ)有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　中間決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は全

部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）によっております。

(イ)有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

(イ)有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部純

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）によっております。

時価のないもの

　移動平均法による原価法に

よっております。

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

(ロ)たな卸資産

　総平均法による低価法によって

おります。ただし、在外連結子会

社については、主として先入先出

法による低価法によっております。

(ロ)たな卸資産

同左

(ロ)たな卸資産

同左

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

(イ)有形固定資産

　提出会社及び国内連結子会社は

定率法、在外連結子会社は所在地

国の会計基準に基づく定率法又は

定額法によっております。

(イ)有形固定資産

同左

(イ)有形固定資産

同左

(ロ)無形固定資産

　定額法によっております。

(ロ)無形固定資産

同左

(ロ)無形固定資産

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(3）重要な引当金の計上基

準

(イ)貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可

能性を勘案し、回収不能見込額を

計上しております。

(イ)貸倒引当金

同左

(イ)貸倒引当金

同左

(ロ)賞与引当金

　当社及び国内連結子会社は、従

業員に対して支給する賞与に備え

るため、賞与支払予定額のうち、

当中間連結会計期間に属する支給

対象期間に見合う金額を計上して

おります。

(ロ)賞与引当金

同左

(ロ)賞与引当金

　当社及び国内連結子会社は、従

業員に対して支給する賞与に備え

るため、翌連結会計年度支払予定

額のうち、当連結会計年度に属す

る支給対象期間に見合う金額を計

上しております。

(ハ)役員賞与引当金

　当社及び国内連結子会社は、役

員賞与の支給に備えるため、当連

結会計年度における支給見込額の

当中間連結会計期間負担額を計上

しております。

(会計方針の変更)

　当中間連結会計期間から「役員

賞与に関する会計基準」（企業会

計基準第４号　平成17年11月29

日）を適用しております。

　なお、当中間連結会計期間末に

おいて、支給見込額を合理的に見

積ることが困難であるため、引当

計上しておりません。

(ハ)役員賞与引当金

　当社及び国内連結子会社は、役

員賞与の支給に備えるため、当連

結会計年度における支給見込額の

当中間連結会計期間負担額を計上

しております。

　なお、当中間連結会計期間末に

おいて、支給見込額を合理的に見

積ることが困難であるため、引当

計上しておりません。

(ハ)役員賞与引当金

　役員賞与の支出に備えるため、

当連結会計年度における支給見込

額に基づき計上しております。

(会計方針の変更)

　当連結会計年度より、「役員賞

与に関する会計基準」（企業会計

基準第４号　平成17年11月29日）

を適用しております。

　これにより営業利益、経常利益

及び税金等調整前当期純利益は、

それぞれ32百万円減少しておりま

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。

(ニ)退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給

付債務及び年金資産の見込額に基

づき、当中間連結会計期間末にお

いて発生していると認められる額

を計上しております。

　なお、会計基準変更時差異につ

いては、15年による按分額を費用

処理しております。

　過去勤務債務については、その

発生時の従業員の平均残存勤務年

数による按分額を費用処理してお

ります。

　数理計算上の差異については、

各連結会計年度の発生時における

従業員の平均残存勤務年数による

按分額をそれぞれ発生の翌連結会

計年度から費用処理しております。

(ニ)退職給付引当金

同左

(ニ)退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給

付債務及び年金資産の見込額に基

づき、当連結会計年度末において

発生していると認められる額を計

上しております。

　なお、会計基準変更時差異につ

いては、15年による按分額を費用

処理しております。過去勤務債務

については、その発生時の従業員

の平均残存勤務年数による按分額

を費用処理しております。

　数理計算上の差異については、

各連結会計年度の発生時における

従業員の平均残存勤務年数による

按分額をそれぞれ発生の翌連結会

計年度から費用処理しております。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(ホ)役員退職慰労引当金

　当社は、役員に対する退職慰労

金の支払に備えるため、内規に基

づく当中間連結会計期間末要支給

額を計上しております。

(ホ)役員退職慰労引当金

同左

(ホ)役員退職慰労引当金

　当社は、役員に対する退職慰労

金の支払に備えるため、内規に基

づく当連結会計年度末要支給額を

計上しております。

(4）重要なリース取引の処

理方法

　リース物件の所有権が、借主に移

転すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準じ

た会計処理によっております。

　なお、在外連結子会社の一部は通

常の売買取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。

同左 同左

(5）その他中間連結財務諸

表（連結財務諸表）作成

のための重要な事項

　消費税等の会計処理は、税抜方式

によっております。

同左 同左

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）にお

ける資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、かつ

価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資から

なっております。

同左 同左
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準

　当中間連結会計期間より、「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準」（企業会計基準第５号　

平成17年12月９日）及び「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」（企業会計基準

適用指針第８号　平成17年12月９

日）を適用しております。

　これまでの資本の部の合計に相当

する金額は32,928百万円でありま

す。

　なお、当中間連結会計期間におけ

る中間連結貸借対照表の純資産の部

については、中間連結財務諸表規則

の改正に伴い、改正後の中間連結財

務諸表規則により作成しております。

────── 　　当連結会計年度より、「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36,553百万円であり

ます。

　なお、当連結会計年度における

貸借対照表の純資産の部について

は、連結財務諸表規則の改正に伴

い、改正後の連結財務諸表規則に

より作成しております。 
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度末
（平成19年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

  52,907百万円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

    56,478百万円

　

　有形固定資産の取得価額から直

接控除した国庫補助金等による圧

縮記帳額

 　　土地     49百万円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

   55,014百万円

※２．担保に供している資産及びこれ

に対応する債務は次のとおりであ

ります。

担保に供している資産

建物及び構築物 765百万円

機械装置及び運

搬具
   490百万円

土地    1,364百万円

計    2,620百万円

　上記物件について工場財団を組

成し、短期借入金10百万円、長期

借入金30百万円の担保に供してお

ります。

※２．　　　───── ※２．　　　─────

　３．偶発債務

　　保証債務

被保証者
保証金額
（百万円）

被保証債務の内容

従業員 103 

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

計 103 －

　３．偶発債務

　　保証債務

被保証者
保証金額
（百万円）

被保証債務の内容

従業員  90

「ホンダ住宅共済
会」会員である当
社の従業員の銀行
借入について本田
技研工業株式会社
の保証に基づく求
償権の履行に対す
る債務

計 90 －

　３．偶発債務

　　保証債務

被保証者
保証金額
（百万円）

被保証債務の内容

従業員 95 

「ホンダ住宅共済
会」会員である当
社の従業員の銀行
借入について本田
技研工業株式会社
の保証に基づく求
償権の履行に対す
る債務

計 95 －

※４．消費税等の表示

　仮払消費税等及び仮受消費税等

は相殺し、その差額は流動資産の

「その他」に含めて表示しており

ます。

※４．消費税等の表示

          同左

※４．　　──────
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前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度末
（平成19年３月31日）

※５．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をしておりま

す。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

期手形が中間連結会計期間末残高

に含まれております。　

受取手形   2百万円

※５．中間連結会計期間末日満期手形

          同左

 

 

  

受取手形 4百万円

支払手形 51百万円

その他流動負債

(設備関係支払

手形)

1百万円

※５．連結会計期間末日満期手形

　当連結会計年度末日の満期手形

の会計処理については、手形交換

日をもって決済処理をしておりま

す。なお、当連結会計年度末日は、

金融機関の休日であったため、次

の満期手形が当連結会計年度末日

の残高に含まれております。

受取手形 7百万円

支払手形 71百万円

その他流動負債

(設備関係支払

手形)

10百万円
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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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１．販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は次のとおりで

あります。

運送費   1,110百万円

研究開発費    1,083百万円

従業員給与手

当
  1,561百万円

賞与引当金繰

入額
  152百万円

退職給付費用   71百万円

役員退職慰労

引当金繰入額
  21百万円

のれん償却額   61百万円

※１．販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は次のとおりで

あります。

運送費   1,215百万円

研究開発費    1,245百万円

従業員給与手

当
1,543百万円

賞与引当金繰

入額
175百万円

退職給付費用 110百万円

役員退職慰労

引当金繰入額
20百万円

のれん償却額 81百万円

※１．販売費及び一般管理費のうち主

要な費用及び金額は次のとおりで

あります。

運送費 2,317百万円

研究開発費 2,295百万円

従業員給与手

当
3,220百万円

賞与引当金繰

入額
  130百万円

役員賞与引当

金繰入額
32百万円

退職給付費用 151百万円

役員退職慰労

引当金繰入額
53百万円

のれん償却額 142百万円

※２．固定資産売却益の内訳は、次の

とおりであります。

機械装置及び

運搬具
 21百万円

※２．固定資産売却益の内訳は、次の

とおりであります。

機械装置及び

運搬具
4百万円

工具、器具及

び備品
0百万円

　計 5百万円

※２．固定資産売却益の内訳は、次の

とおりであります。

建物及び構築

物
117百万円

機械装置及び

運搬具
 9百万円

工具、器具及

び備品
 0百万円

　計 127百万円

※３．固定資産廃却損の内訳は、次の

とおりであります。

建物及び構築

物
  0百万円

機械装置及び

運搬具
    44百万円

工具、器具及

び備品
  1百万円

計   47百万円

※３．固定資産廃却損の内訳は、次の

とおりであります。

建物及び構築

物
0百万円

機械装置及び

運搬具
57百万円

工具、器具及

び備品
29百万円

計 87百万円

※３．固定資産廃却損の内訳は、次の

とおりであります。

建物及び構築

物
  3百万円

機械装置及び

運搬具
    95百万円

工具、器具及

び備品
   30百万円

建設仮勘定    41百万円

計      172百万円

※４．　　　　───── ※４．　　　　───── ※４．固定資産売却損の内訳は、次の

とおりであります。

機械装置及び

運搬具
    0百万円

土地    81百万円

計      82百万円
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前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※５．減損損失 ※５．　　　　───── ※５．減損損失　

　　　当中間連結会計期間において、

以下の資産グループについて減損

損失を計上しました。

 場所 鈴鹿製作所（三重県鈴鹿市）

用途  種類  減損損失

工場建屋  建物他  196百万円

  合計  196百万円

　　　当連結会計年度において、以下

の資産グループについて減損損失

を計上しました。

 場所 鈴鹿製作所（三重県鈴鹿市）

用途  種類  減損損失

工場建屋  建物他    196百万円

  合計    196百万円

　　　当社グループは、事業別セグメ

ントを構成する連結会社の事業所

別に資産のグループ化を行い、遊

休資産については、物件単位毎に

グループ化を行っております。

　平成18年４月27日の取締役会決

議に基づき、三重県津市に新工場

（三重製作所）を建設し、鈴鹿製

作所を閉鎖・移転することとなり

ました。

　このため、当中間連結会計期間

において、鈴鹿製作所の建物他に

ついて、帳簿価額を回収可能価額

まで減額し、当該減少額を減損損

失として特別損失に計上しており

ます。

　なお、回収可能価額については、

正味売却価額（固定資産税評価額

を合理的に調整した価額）により

算定しております。

　　　当社グループは、事業別セグメ

ントを構成する連結会社の事業所

別に資産のグループ化を行い、遊

休資産については、物件単位毎に

グループ化を行っております。

　平成18年４月27日の取締役会決

議に基づき、三重県津市に新工場

（三重製作所）を建設し、鈴鹿製

作所を閉鎖・移転することとなり

ました。

　このため、当連結会計年度にお

いて、鈴鹿製作所の建物他につい

て、帳簿価額を回収可能価額まで

減額し、当該減少額を減損損失と

して特別損失に計上しておりま

す。

　なお、回収可能価額については、

正味売却価額（固定資産税評価額

を合理的に調整した価額）により

算定しております。

※６．　　　　───── ※６．その他特別損失の内訳は、次の

とおりであります。

棚卸資産処分損 6百万円

賃借物件原状復帰費用 2百万円

　計 9百万円

※６．　　　　─────
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間（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 14,820,000 － － 14,820,000

合計 14,820,000 － － 14,820,000

自己株式

普通株式 980 － － 980

合計 980 － － 980

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23日

定時株主総会
普通株式 192 13.00 平成18年３月31日 平成18年６月23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25日

取締役会
普通株式 222  利益剰余金 15.00 平成18年９月30日 平成18年12月８日
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当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19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 14,820,000 － － 14,820,000

合計 14,820,000 － － 14,820,000

自己株式

普通株式 21,380 － － 21,380

合計 21,380 － － 21,380

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19年６月22日

定時株主総会
普通株式 222 15.00 平成19年３月31日 平成19年６月25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19年10月25日

取締役会
普通株式 251  利益剰余金 17.00 平成19年９月30日 平成19年12月10日
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前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31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）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式

普通株式 14,820,000 － － 14,820,000

合計 14,820,000 － － 14,820,000

自己株式

普通株式 21,380 － － 21,380

合計 21,380 － － 21,380

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23日

定時株主総会
普通株式 192 13.00 平成18年３月31日 平成18年６月26日

平成18年10月25日

取締役会
普通株式 222 15.00 平成18年９月30日 平成18年12月８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19年６月22日

定時株主総会
普通株式 222  利益剰余金 15.00 平成19年３月31日 平成19年６月25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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係

（平成18年９月30日現在）

現金及び預金   4,923百万円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
△402百万円

現金及び現金同等物   4,520百万円

現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係

（平成19年９月30日現在）

現金及び預金    8,066百万円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
　 △511百万円

現金及び現金同等物   7,555百万円

現金及び現金同等物の期末残高と連結

貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係

（平成19年３月31日現在）

現金及び預金    5,752百万円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
  △308百万円

現金及び現金同等物   5,443百万円
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（デリバティブ取引関係）

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成19年４月１日

　至平成19年９月30日）及び前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

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

（ストック・オプション等関係）

当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）及び前連結会計年度（自　平成18年４月

１日　至　平成19年３月31日）

　当社グループはストック・オプション等を導入していないため、該当事項はありません。

（企業結合等）

当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

　当社グループにおいて、該当する事項はありません。

（開示の省略）

　リース取引、有価証券に関する注記事項については、中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられ

るため開示を省略しております。
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

自動車部品

四輪

（百万円）

自動車部品

二輪

（百万円）

汎用製品組立

及び汎用部品

（百万円）

その他

（百万円）

計

（百万円）

消去又は全社

（百万円）

連結

（百万円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 80,823 6,324 4,627 95 91,870 － 91,870

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高 － － － 2,419 2,419 (2,419) －

計 80,823 6,324 4,627 2,514 94,289 (2,419) 91,870

営業費用 77,466 6,102 4,585 2,485 90,640 (2,320) 88,319

営業利益 3,357 221 41 29 3,649 (98) 3,550

当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

自動車部品

四輪

（百万円）

自動車部品

二輪

（百万円）

汎用製品組立

及び汎用部品

（百万円）

その他

（百万円）

計

（百万円）

消去又は全社

（百万円）

連結

（百万円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 96,072 7,130 5,489 0 108,692 － 108,692

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高 － － － 2,345 2,345 (2,345) －

計 96,072 7,130 5,489 2,346 111,038 (2,345) 108,692

営業費用 92,659 6,657 5,454 2,275 107,047 (2,393) 104,653

営業利益 3,412 473 34 70 3,991 47 4,038

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

自動車部品

四輪

（百万円）

自動車部品

二輪

（百万円）

汎用製品組立

及び汎用部品

（百万円）

その他

（百万円）

計

（百万円）

消去又は全社

（百万円）

連結

（百万円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 174,530 14,234 10,316 95 199,177 － 199,177

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高 － － － 4,271 4,271 (4,271) －

計 174,530 14,234 10,316 4,367 203,449 (4,271) 199,177

営業費用 167,548 13,266 10,189 4,178 195,182 (4,242) 190,940

営業利益 6,982 968 127 189 8,267 (29) 8,237

　（注）１．事業区分の方法

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

２．各事業区分の主要製品

事業区分 主要製品

自動車部品四輪

排気系部品
エキゾースト・マニホールド、エキゾースト・パイプ、排気

触媒コンバータ、サイレンサー（マフラー）

駆動系部品
オートマチック・トランスミッション・トルクコンバータ、

デュアルマス・フライホイール

その他 オイルパン、ドアビーム、ロアーアーム

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

ンサー（マフラー）、ハンドルパイプ、ＡＴＶ用部品

汎用製品組立及び汎用部

品
草刈機、超小型４ストロークエンジン、フューエルタンク、ベルトカバー

その他 機械、金型・治具、他
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ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

日本

（百万円）

北米

（百万円）

その他の地域

（百万円）

計

（百万円）

消去又は全社

（百万円）

連結

（百万円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 43,610 33,929 14,330 91,870 － 91,870

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高 8,509 27 1,137 9,674 (9,674) －

計 52,120 33,956 15,468 101,545 (9,674) 91,870

営業費用 51,037 32,358 14,508 97,904 (9,584) 88,319

営業利益 1,083 1,598 959 3,640 (90) 3,550

当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

日本

（百万円）

北米

（百万円）

その他の地域

（百万円）

計

（百万円）

消去又は全社

（百万円）

連結

（百万円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 47,578 38,053 23,061 108,692 － 108,692

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高 10,527 6 991 11,525 (11,525) －

計 58,105 38,060 24,052 120,218 (11,525) 108,692

営業費用 57,072 36,555 22,494 116,122 (11,468) 104,653

営業利益 1,033 1,504 1,557 4,095 (56) 4,038

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

日本

（百万円）

北米

（百万円）

その他の地域

（百万円）

計

（百万円）

消去又は全社

（百万円）

連結

（百万円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 93,489 71,434 34,253 199,177 － 199,177

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高 18,291 59 1,602 19,953 (19,953) －

計 111,781 71,494 35,855 219,131 (19,953) 199,177

営業費用 108,540 68,517 33,519 210,577 (19,637) 190,940

営業利益 3,241 2,976 2,336 8,553 (316) 8,237

　（注）１．国又は地域は地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する国又は地域は次のとおりであります。

(1）北米………………米国

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

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

北米 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 33,996 14,396 48,392

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － 91,870

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 37.0 15.7 52.7

当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

北米 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 37,074 22,926 60,001

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － 108,692

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 34.1 21.1 55.2

前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

北米  その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 70,791 33,705 104,497

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － 199,177

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 35.6 16.9 52.5

　（注）１．国又は地域は地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する国又は地域は次のとおりであります。

(1）北米………………米国、カナダ国

(2）その他の地域……フィリピン国、インドネシア国、中国、英国他

３．海外売上高は、提出会社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 2,225円09銭

１株当たり中間純利益   151円16銭

１株当たり純資産額  2,652円10銭

１株当たり中間純利益   175円50銭

１株当たり純資産額 2,470円05銭

１株当たり当期純利益   371円97銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益は、潜在株式が存在しないた

め、記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益は、潜在株式が存在しないた

め、記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益は、潜在株式が存在しないた

め、記載しておりません。

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

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

中間（当期）純利益（百万円） 2,236 2,597 5,504

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － －

　（うち利益処分による役員賞与金（百万円）） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益（百万円） 2,236 2,597 5,504

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

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(1)　当社は、平成18年10月25日の取締

役会において、インドにおける第２

生産拠点としてデリー近郊に、当社

全額出資による子会社を設立するこ

とを決議いたしました。

　当社は、インド自動車市場の拡大

に伴い、更なる競争力向上を図るた

め、より客先に近い所で生産するの

が効果的と判断し新会社を設立しま

す。

　新会社の概要は、下記のとおりで

あります。

1.資本金 2.5億インドルピー

（約6億円）

2.持株比率 株式会社ユタカ技研

１００％

3.事業の

  内容

四輪自動車用排気系部

品及び二輪ブレーキ

ディスク

4.投資総額 3.5億インドルピー

（約8.5億円）

5.従業員の

  状況

約100名（平成22年予

定）

6.設立年月 平成19年２月（予定）

7.営業

  開始日

 

平成20年４月（予定）

(2)　当社は、平成18年10月25日の取締

役会において、ブラジルの子会社ユ

タカ・ド・ブラジル・リミターダが、

サンパウロ郊外に新工場を建設する

ことを決議いたしました。

　当社は、ブラジル自動車市場が近

年急成長を遂げており、業容拡大に

向けて四輪自動車用排気系部品の製

造を行う新工場を建設いたしま

す。

　新工場の概要は、下記のとおりで

あります。

1.生産開始

　時期

平成20年８月（予定）

2.主要生産

  品目

四輪自動車用排気系部

品

3.投資総額 約10億円

───── ─────
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５．中間個別財務諸表
(1) 中間貸借対照表

前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19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 76 83 97

２．受取手形  24 32 36

３．売掛金 15,049 15,116 16,310

４．たな卸資産 3,698 4,088 4,915

５．前渡金 618 544 663

６．その他  1,056 1,071 1,573

流動資産合計 20,523 42.6 20,937 38.4 23,598 42.1

Ⅱ　固定資産

(1)有形固定資産  

１．建物 2,755 4,651 4,827

２．機械及び装置 5,847 7,429 6,182

３．工具、器具及
び備品

1,275 1,241 1,148

４．土地 3,045 4,094 4,144

５．その他 1,937 1,833 2,552

有形固定資産合
計

14,860 30.8 19,249 35.4 18,854 33.6

(2)無形固定資産 5 0.0 5 0.0 5 0.0

(3)投資その他の資
産

１．投資有価証券 9,158 9,848 9,848

２．出資金 2,417 3,177 2,687

３．その他 1,247 1,253 1,105

貸倒引当金 △17 △17 △17

投資その他の資産
合計

12,806 26.6 14,261 26.2 13,623 24.3

固定資産合計 27,672 57.4 33,516 61.6 32,483 57.9

資産合計 48,196 100.0 54,453 100.0 56,081 100.0

㈱ユタカ技研（7229）平成 20 年３月期中間決算短信

－ 36 －



前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19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  757 482 499

２．買掛金 14,166 13,843 16,495

３．短期借入金 6,833 7,789 4,548

４．未払法人税等 501 379 320

５．賞与引当金 922 960 973

６．その他 2,935 3,104 5,828

流動負債合計 26,117 54.2 26,560 48.8 28,666 51.1

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 866 4,239 4,930

２．退職給付引当金 322 403 352

３．役員退職慰労引
当金

157 195 188

固定負債合計 1,345 2.8 4,837 8.9 5,471 9.8

負債合計 27,462 57.0 31,397 57.7 34,137 60.9

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本  

(1)　資本金  1,754 3.6 1,754 3.2 1,754 3.1

(2)　資本剰余金  

１．資本準備金  547 547 547

資本剰余金合計  547 1.1 547 1.0 547 1.0

(3)　利益剰余金  

１．利益準備金  151 151 151

２．その他利益剰
余金

 

特別償却積立
金

 0 0 0

圧縮記帳積立
金

 0 0 0

別途積立金  16,360 16,360 16,360

繰越利益剰余
金

 1,920 4,243 3,130

利益剰余金合計  18,433 38.3 20,755 38.1 19,643 35.0

(4)　自己株式  △0 △0.0 △0 △0.0 △0 △0.0

株主資本合計  20,734 43.0 23,056 42.3 21,943 39.1

純資産合計  20,734 43.0 23,056 42.3 21,943 39.1

負債純資産合計  48,196 100.0 54,453 100.0 56,081 100.0
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(2) 中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 52,120 100.0 58,105 100.0 111,782 100.0

Ⅱ　売上原価 47,564 91.3 53,388 91.9 101,527 90.8

売上総利益 4,555 8.7 4,717 8.1 10,255 9.2

Ⅲ　販売費及び一般管
理費

3,545 6.8 3,793 6.5 7,207 6.5

営業利益 1,009 1.9 923 1.6 3,048 2.7

Ⅳ　営業外収益  900 1.7 1,002 1.7 1,138 1.0

Ⅴ　営業外費用  46 0.0 121 0.2 118 0.1

経常利益 1,863 3.6 1,804 3.1 4,068 3.6

Ⅵ　特別利益  0 0.0 49 0.1 119 0.1

Ⅶ　特別損失  270 0.5 139 0.2 480 0.4

税引前中間（当
期）純利益

1,593 3.1 1,714 3.0 3,707 3.3

法人税、住民税
及び事業税

476 372 952

法人税等調整額 △24 452 0.9 8 380 0.7 181 1,134 1.0

中間（当期）純
利益

1,140 2.2 1,334 2.3 2,572 2.3

㈱ユタカ技研（7229）平成 20 年３月期中間決算短信

－ 38 －



(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己
株式

株主
資本
合計

資本
準備金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益
剰余金
合計

特別
償却
積立金

圧縮
記帳
積立金

別途
積立金

繰越
利益
剰余金

平成18年３月31日　残高

（百万円）
1,754 547 547 151 0 0 13,830 3,534 17,517 △0 19,818 19,818

中間会計期間中の変動額

特別償却積立金の取崩(注)     △0   0 －  － －

圧縮記帳積立金の取崩(注)      △0  0 －  － －

別途積立金の積立(注)       2,530 △2,530 －  － －

剰余金の配当(注)        △192 △192  △192 △192

役員賞与(注)        △32 △32  △32 △32

中間純利益        1,140 1,140  1,140 1,140

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
－ － － － △0 △0 2,530 △1,613 915 － 915 915

平成18年９月30日　残高

（百万円）
1,754 547 547 151 0 0 16,360 1,920 18,433 △0 20,734 20,734

　（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。

当中間会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己
株式

株主
資本
合計

資本
準備金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益
剰余金
合計

特別
償却
積立金

圧縮
記帳
積立金

別途
積立金

繰越
利益
剰余金

平成19年３月31日　残高

（百万円）
1,754 547 547 151 0 0 16,360 3,130 19,643 △0 21,943 21,943

中間会計期間中の変動額

特別償却積立金の取崩     △0   0 －  － －

圧縮記帳積立金の取崩      △0  0 －  － －

剰余金の配当        △222 △222  △222 △222

中間純利益        1,334 1,334  1,334 1,334

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
－ － － － △0 △0 － 1,112 1,112  1,112 1,112

平成19年９月30日　残高

（百万円）
1,754 547 547 151 0 0 16,360 4,243 20,755 △0 23,056 23,056
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己
株式

株主
資本
合計

資本
準備金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益
剰余金
合計

特別
償却
積立金

圧縮
記帳
積立金

別途
積立金

繰越
利益
剰余金

平成18年３月31日　残高

（百万円）
1,754 547 547 151 0 0 13,830 3,534 17,517 △0 19,818 19,818

事業年度中の変動額

特別償却積立金の取崩(注)     △0   0 －  － －

特別償却積立金の取崩     △0   0 －  － －

圧縮記帳積立金の取崩(注)      △0  0 －  － －

圧縮記帳積立金の取崩      △0  0 －  － －

別途積立金の積立(注)       2,530 △2,530 －  － －

剰余金の配当(注)        △192 △192  △192 △192

剰余金の配当        △222 △222  △222 △222

役員賞与(注)        △32 △32  △32 △32

当期純利益        2,572 2,572  2,572 2,572

事業年度中の変動額合計

（百万円）
－ － － － △0 △0 2,530 △403 2,125 － 2,125 2,125

平成19年３月31日　残高

（百万円）
1,754 547 547 151 0 0 16,360 3,130 19,643 △0 21,943 21,943

　（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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