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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 49,355 ― 4,580 ― 5,059 ― 2,597 ―

20年3月期第1四半期 49,668 11.7 5,362 14.9 5,851 19.1 3,664 30.1

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 39.71 ―

20年3月期第1四半期 56.00 ―

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

21年3月期第1四半期 145,253 103,935 60.3 1,338.74
20年3月期 148,818 105,544 59.4 1,350.61

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  87,532百万円 20年3月期  88,359百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 18.00 ― 18.00 36.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 18.00 ― 20.00 38.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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

第2四半期連結累計期間 99,000 ― 8,000 ― 8,700 ― 4,800 ― 73.37
通期 205,000 1.3 17,500 △16.8 18,700 △16.4 10,300 △22.8 157.44

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）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は5ページ【定性的情報・財務諸表等】 4.その他をご覧ください。  

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は5ページ【定性的情報・財務諸表等】 4.その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  65,452,143株 20年3月期  65,452,143株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  68,024株 20年3月期  30,324株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  65,393,581株 20年3月期第1四半期  65,422,058株
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※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1.本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等
は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
 業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、4ページ【定性的情報・財務諸表等】 3.連結業績予想に関する定性的情報を
ご覧ください。 
2.当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  



【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

所在地別セグメント状況 

  売上高（百万円） 
対前年同期増減額

（百万円） 
対前年同期 
増減率(％) 

  日本 17,424 △2,036 △10.5 

  北米 11,857 △1,484 △11.1 

  アジア 15,432 2,460 19.0 

  その他 4,641 746 19.2 

合計 49,355 △313 △0.6 

 
営業利益又は営業損
失（△）（百万円）

対前年同期増減額
（百万円） 

対前年同期 
増減率(％) 

  日本 807 △851 △51.3 

  北米 △154 △721 － 

  アジア 2,922 596 25.6 

  その他 944 67 7.6 

  消去又は全社 61 127 － 

合計 4,580 △782 △14.6 

日本 【売上】 

 
 メカトロ・二輪製品の新規獲得による増収はありましたが、客先減産の影響により前年同

期比で減収となりました。 

  【営業利益】 

 
 原価低減による効果はありましたが、減収影響、原材料高騰及び為替影響により前年同期

比で減益となりました。 

北米 【売上】 

 
 四輪の当社製品の増産はありましたが、二輪の減産及び為替影響により前年同期比で減収

となりました。 

  【営業利益】 

 
 原材料高騰、新規モデルによる減価償却費の負担増及び為替影響により損失となりまし

た。 

アジア 【売上】 

 
 為替影響による減収はありましたが、インドネシアの市場と販売の回復及び中国・ベトナ

ム・タイの販売好調により前年同期比で増収となりました。 

  【営業利益】  

   為替影響はありましたが、増収効果により前年同期比で増益となりました。 

その他 【売上】 

   ブラジルの販売好調と為替影響により前年同期比で増収となりました。 

  【営業利益】  

   増収効果及び為替影響により前年同期比で増益となりました。 



２．連結財政状態に関する定性的情報 

（１）資産、負債、純資産等の状況 

  当第１四半期連結会計期間末の総資産は、145,253百万円となり、前連結会計年度末比3,565百

万円の減少となっております。各項目別の主な要因は次のとおりであります。 

 （流動資産） 

  流動資産は73,367百万円となり、前年度末比3,500百万円減少しております。これは主に現預

金及び原材料の減少によるものであります。 

 （固定資産） 

  固定資産は71,886百万円となり、前年度末比64百万円減少しております。 

 （流動負債） 

  流動負債は35,499百万円となり、前年度末比2,968百万円減少しております。これは主に支払

手形及び買掛金の減少によるものであります。 

 （固定負債） 

  固定負債は5,818百万円となり、前年度末比1,013百万円増加しております。 

 （純資産） 

  純資産は103,935百万円となり、前年度末比1,609百万円減少しております。これは主に為替換

算調整勘定の減少によるものであります。 

（２）キャッシュ・フローの状況 

  当第１四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等

調整前四半期純利益等による資金の増加の一方、有形固定資産の取得等による資金の減少によ

り、前連結会計年度末比1,213百万円減少し、当第１四半期連結会計期間末には22,359百万円と

なっております。 

 （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・フローでは、3,416百万円の資金を得ております。これは主に税

金等調整前四半期純利益によるものであります。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  投資活動によるキャッシュ・フローでは、2,332百万円の支出となっております。これは主に

設備投資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） 

  財務活動によるキャッシュ・フローでは、281百万円の支出となっております。これは主に配

当金の支払いによるものであります。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

  平成21年３月期の業績予想につきましては、平成20年４月23日に公表しました業績予想を変更

しておりません。 

 連結業績予想 第２四半期連結累計期間 通期 

 売上高 99,000百万円  205,000百万円 

 営業利益 8,000百万円  17,500百万円 

 経常利益 8,700百万円 18,700百万円 

 当期純利益 4,800百万円 10,300百万円 



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） 

 該当事項はありません。 

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

① 簡便な会計処理 

・棚卸資産の評価方法 

 当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出については、実地棚卸を省略し、前連結会計

年度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

・固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分し

て算定する方法によっております。 

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

  税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に

対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税

率を乗じて計算しております。 

  なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

（３）四半期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 

① 四半期財務諸表に関する会計基準 

  当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四

半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しており

ます。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

② 棚卸資産の評価に関する会計基準 

  当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号

平成18年７月５日）を適用しております。これにより、従来の方法によった場合に比べて、営

業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ26百万円減少しております。 

③ 連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い 

  当第１四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する

当面の取扱い」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用しております。これによる

損益に与える影響は軽微であります。 



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 22,612 24,000

受取手形及び売掛金 28,629 28,472

製品 3,899 3,876

原材料 9,356 10,443

仕掛品 2,609 2,607

その他 6,277 7,496

貸倒引当金 △15 △27

流動資産合計 73,367 76,867

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 10,796 10,745

機械装置及び運搬具（純額） 30,731 30,186

工具、器具及び備品（純額） 2,950 3,197

土地 3,803 3,896

建設仮勘定 3,825 6,625

有形固定資産合計 52,105 54,650

無形固定資産 749 788

投資その他の資産   

投資有価証券 17,426 14,889

その他 1,607 1,624

投資その他の資産合計 19,033 16,513

固定資産合計 71,886 71,950

資産合計 145,253 148,818



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 21,393 23,837

短期借入金 5,970 4,416

未払金 5,174 5,977

未払法人税等 913 1,545

引当金 118 212

その他 1,932 2,481

流動負債合計 35,499 38,468

固定負債   

引当金 1,505 1,561

その他 4,314 3,244

固定負債合計 5,818 4,806

負債合計 41,318 43,273

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,694 3,694

資本剰余金 3,419 3,419

利益剰余金 75,925 74,748

自己株式 △100 △32

株主資本合計 82,938 81,829

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6,536 5,064

繰延ヘッジ損益 4 4

為替換算調整勘定 △1,945 1,462

評価・換算差額等合計 4,595 6,530

少数株主持分 16,403 17,185

純資産合計 103,935 105,544

負債純資産合計 145,253 148,818



（２）四半期連結損益計算書 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 49,355

売上原価 42,014

売上総利益 7,341

販売費及び一般管理費 2,761

営業利益 4,580

営業外収益  

受取利息 207

受取配当金 89

持分法による投資利益 116

為替差益 126

雑収入 56

営業外収益合計 595

営業外費用  

支払利息 39

雑支出 77

営業外費用合計 116

経常利益 5,059

特別利益  

固定資産売却益 16

特別利益合計 16

特別損失  

固定資産廃棄損 0

特別損失合計 0

税金等調整前四半期純利益 5,074

法人税等 1,392

少数株主利益 1,085

四半期純利益 2,597



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 5,074

減価償却費 2,577

売上債権の増減額（△は増加） △1,291

たな卸資産の増減額（△は増加） 581

仕入債務の増減額（△は減少） △1,481

その他 △789

小計 4,671

利息及び配当金の受取額 307

利息の支払額 △39

法人税等の支払額 △1,523

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,416

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 △146

定期預金の払戻による収入 278

有形固定資産の取得による支出 △2,306

その他 △157

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,332

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（△は減少） 1,318

配当金の支払額 △1,178

少数株主への配当金の支払額 △392

その他 △29

財務活動によるキャッシュ・フロー △281

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,016

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,213

現金及び現金同等物の期首残高 23,571

現金及び現金同等物の四半期末残高 22,359



 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務

諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四

半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（５）セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

 当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

 当社グループは、ブレーキシステム等自動車部品及び関連する設備等の製造・販売を主な事

業とする専門メーカーであり、「自動車部品事業」の売上高及び営業利益の金額は、全セグメ

ントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、

事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

【所在地別セグメント情報】 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．日本以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）北米…米国 

(2）アジア…タイ、インドネシア、中国、ベトナム、フィリピン 

(3）その他…ブラジル、スペイン 

３．会計処理の方法の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

  「四半期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」に記載の

とおり、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計

基準第９号 平成18年７月５日）を適用しております。これにより、従来の方法によった

場合に比べて、営業利益が、日本で26百万円減少しております。 

（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い） 

  「四半期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」に記載の

とおり、当第１四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処

理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用しておりま

す。これによる、損益に与える影響は軽微であります。 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 

  
日本 

（百万円） 
北米 

（百万円）
アジア 

（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 
17,424 11,857 15,432 4,641 49,355 － 49,355 

(2）セグメント間

の内部売上高 
10,291 19 1,081 6 11,397 △11,397 － 

計 27,715 11,877 16,513 4,648 60,752 △11,397 49,355 

営業利益又は営業損

失（△） 
807 △154 2,922 944 4,519 61 4,580 



「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第１四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日） 

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 

第１四半期） 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高 49,668 

Ⅱ 売上原価 41,605 

売上総利益 8,063 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,701 

営業利益 5,362 

Ⅳ 営業外収益  

１．受取利息及び配当金 236 

２．持分法による投資利益 94 

３．為替差益 160 

４．雑収入 67 

営業外収益合計 557 

Ⅴ 営業外費用  

１．支払利息 8 

２．雑支出 59 

営業外費用合計 67 

経常利益 5,851 

Ⅵ 特別利益  

１．固定資産売却益 9 

２．投資有価証券売却益 26 

特別利益合計 36 

Ⅶ 特別損失  

１．固定資産売廃却損 3 

２．製品補修損失 21 

特別損失合計 24 

税金等調整前四半期純利益 5,863 

法人税等 1,314 

少数株主利益 885 

四半期純利益 3,664 



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前第１四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日） 

 

前年同四半期 
（平成20年３月期 

第１四半期） 

区分 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 5,863 

減価償却費 2,210 

売上債権の増加額 △1,254 

たな卸資産の増加額 △510 

仕入債務の増加額 776 

その他 △2,050 

小計 5,035 

法人税等の支払額 △2,642 

その他 236 

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,628 

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 △183 

有形固定資産の取得による支出 △4,333 

その他 △35 

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,551 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純減少額 △91 

配当金の支払額 △1,112 

少数株主への配当金の支払額 △517 

その他 △0 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,721 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 302 

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △3,342 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 25,286 

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 21,945 



（３）セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

 前第１四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日） 

 当社グループは、ブレーキシステム等自動車部品及び関連する設備等の製造・販売を主な事

業とする専門メーカーであり、「自動車部品事業」の売上高及び営業利益の金額は、全セグメ

ントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、

事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

【所在地別セグメント情報】 

前第１四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．日本以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）北米…米国 

(2）アジア…タイ、インドネシア、中国、ベトナム、フィリピン 

(3）その他…ブラジル、スペイン 

  
日本 

（百万円） 
北米 

（百万円）
アジア 

（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 
19,460 13,342 12,972 3,895 49,668 － 49,668 

(2）セグメント間

の内部売上高 
10,877 44 976 39 11,936 △11,936 － 

計 30,337 13,386 13,947 3,934 61,604 △11,936 49,668 

営業利益 1,657 567 2,326 878 5,428 △66 5,362 
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