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四半期報告書提出予定日 平成20年８月12日

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）

(1) 連結経営成績(累計)

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 13,038 ― 271 ― 411 ― 165 ―
20年３月期第１四半期 12,185 3.4 406 △40.7 356 △41.4 137 △12.0

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 2 02 ―
20年３月期第１四半期 1 67 ―

(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

21年３月期第１四半期 73,149 23,597 30.0 266 99
20年３月期 74,245 25,171 31.4 284 52

(参考) 自己資本 21年３月期第１四半期 21,915百万円 20年３月期 23,354百万円

2. 配当の状況

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 ― ― ― 5 00 5 00

21年３月期 ― ―― ―― ―― ――

21年３月期(予想) ―― ― ― 5 00 5 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）

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 26,000 1.9 800 △4.8 500 △4.4 200 △40.9 2 43
通期 53,000 2.0 2,200 △14.6 1,500 21.8 700 31.6 8 52
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[(注)詳細は、４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）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）

② 期末自己株式数

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間）

１.業績予想につきましては、平成20年５月15日に公表いたしました業績予想から変更はございません。

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。

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、４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）

① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

② ①以外の変更 ： 有

21年３月期第１四半期 83,741,579株 20年３月期 83,741,579株

21年３月期第１四半期 1,661,384株 20年３月期 1,658,572株

21年３月期第１四半期 82,081,824株 20年３月期第１四半期 82,093,729株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第１四半期における業績は、日系自動車メーカーの輸出と海外生産の増加に伴い受注が増加し、連結
売上高は130億38百万円と前年同期比7.0％の増加となりました。
損益面におきましては、原材料費の高騰や減価償却費の増加がありましたが、合理化や増産効果などによ
り、経常利益は４億11百万円と前年同期比15.6％の増加となりました。四半期純利益は１億65百万円と前
年同期比20.7％の増加となりました。

当第１四半期末における総資産は前連結会計年度末に比べ10億95百万円減少し、731億49百万円となり
ました。これは主に「現金及び預金」が８億67百万円増加し、株価上昇に伴う「投資有価証券」が８億41
百万円増加した一方、減価償却費の計上等により「有形固定資産」18億20百万円減少したこと、「受取手
形及び売掛金」が４億41百万円減少したこと、「たな卸資産」が３億57百万円減少したこと等によるもの
であります。
負債につきましては前連結会計年度末に比べ４億77百万円増加し、495億51百万円となりました。これ

は主に「有利子負債」の増加６億30百万円等によるものであります。
純資産につきましては前連結会計年度末に比べ15億73百万円減少し、235億97百万円となりました。こ

れは主に「為替換算調整勘定」が17億49百万円減少したこと等によるものであります。
当第１四半期末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて８億67百万円増加

し、49億１百万円となりました。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・フローは、13億61百万円(前年同期比18.5％減)となりました。これは主に

税金等調整前当期純利益が４億11百万円、減価償却費が12億６百万円、売上債権の減少が４億円となり、
法人税等の支払４億29百万円があったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、６億57百万円(前年同期比63.8％減)となりました。これは主に

有形固定資産の取得によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、６億９百万円(前年同期比74.6％減)となりました。これは主に

短期借入金13億94百万円の増加、長期借入金５億27百万円の返済及び配当金の支払２億41百万円によるも
のであります。

業績予想に関しましては、平成20年５月15日に公表した予想から変更はございません。

【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

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はございません。

当第１四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度末
の実地たな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。

①四半期財務諸表に関する会計基準の適用
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重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

たな卸資産
通常の売買目的で保有するたな卸資産については、従来、移動平均法による原価法によっておりまし

たが、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）が適用されたことに伴い、移動平均法による低価法（貸借対照表価額については収益
性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定する方法に変更しております。

なお、この変更による影響は軽微であります。
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」の適用
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。
なお、この適用による影響は軽微であります。

（追加情報）
当社及び国内連結子会社は、減価償却資産の耐用年数等に関する平成20年法人税法の改正に伴い、当

第１四半期会計期間より改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。
この変更による損益に与える影響額は46百万円であります。

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)

(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

(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
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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 4,901 4,033

受取手形及び売掛金 9,474 9,916

商品 2,139 3,019

製品 2,109 1,817

仕掛品 2,482 2,330

原材料 1,075 1,108

貯蔵品 583 472

繰延税金資産 414 531

その他 814 890

貸倒引当金 △166 △213

流動資産合計 23,827 23,905

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 10,463 10,401

機械装置及び運搬具 19,083 18,651

土地 5,595 5,666

建設仮勘定 3,128 5,384

その他（純額） 1,124 1,112

有形固定資産合計 39,397 41,217

無形固定資産

のれん 60 64

その他 455 464

無形固定資産合計 515 529

投資その他の資産

投資有価証券 6,911 6,069

長期貸付金 19 20

繰延税金資産 888 885

その他 1,632 1,660

貸倒引当金 △43 △43

投資その他の資産合計 9,408 8,593

固定資産合計 49,321 50,339

資産合計 73,149 74,245
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（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 8,878 8,977

短期借入金 5,106 3,720

1年内返済予定の長期借入金 3,008 2,726

1年内償還予定の社債 3,200 3,200

未払法人税等 185 459

繰延税金負債 0 0

設備関係支払手形 2,573 2,203

その他 3,029 3,378

流動負債合計 25,981 24,666

固定負債

長期借入金 18,122 18,979

長期未払金 267 84

繰延税金負債 1,479 1,123

退職給付引当金 2,628 2,651

役員退職慰労引当金 － 324

その他 1,071 1,244

固定負債合計 23,569 24,407

負債合計 49,551 49,073

純資産の部

株主資本

資本金 9,839 9,839

資本剰余金 5,875 5,875

利益剰余金 5,580 5,824

自己株式 △368 △368

株主資本合計 20,926 21,171

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 2,007 1,506

繰延ヘッジ損益 94 40

為替換算調整勘定 △1,113 636

評価・換算差額等合計 988 2,183

少数株主持分 1,682 1,816

純資産合計 23,597 25,171

負債純資産合計 73,149 74,245
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(2) 【四半期連結損益計算書】

（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)

売上高 13,038

売上原価 10,436

売上総利益 2,602

販売費及び一般管理費 2,330

営業利益 271

営業外収益

受取利息 12

受取配当金 56

為替差益 253

その他 32

営業外収益合計 355

営業外費用

支払利息 144

その他 70

営業外費用合計 215

経常利益 411

特別利益 －

特別損失 －

税金等調整前四半期純利益 411

法人税、住民税及び事業税 114

法人税等調整額 108

法人税等合計 223

少数株主利益 22

四半期純利益 165
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(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 411

減価償却費 1,206

有形固定資産廃棄損 6

のれん償却額 4

貸倒引当金の増減額（△は減少） △38

退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△
は減少）

△346

前払年金費用の増減額（△は増加） 20

受取利息及び受取配当金 △69

支払利息 144

為替差損益（△は益） △253

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 0

売上債権の増減額（△は増加） 400

たな卸資産の増減額（△は増加） 88

仕入債務の増減額（△は減少） 191

未払又は未収消費税等の増減額 6

その他 100

小計 1,874

利息及び配当金の受取額 69

利息の支払額 △153

法人税等の支払額 △429

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,361

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 △662

有形固定資産の売却による収入 1

投資有価証券の取得による支出 △0

投資有価証券の売却による収入 0

貸付金の回収による収入 1

その他の支出 △1

その他の収入 4

投資活動によるキャッシュ・フロー △657

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） 1,394

長期借入金の返済による支出 △527

リース債務の返済による支出 △16

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △241

財務活動によるキャッシュ・フロー 609

現金及び現金同等物に係る換算差額 △445

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 867

現金及び現金同等物の期首残高 4,033

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,901
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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。

該当事項はございません。

【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）

（注）事業区分の方法

事業区分は、販売先産業の種類により区分しております。

①自動車関連製品事業・・・自動車用、二輪車用機関部品

②舶用関連製品事業・・・・舶用機関部品

③その他の製品事業・・・・陸用機関部品、家電製品用部品、事務用機器用部品、産業機械用部品他

（追加情報）

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当四半期連結会計期間より改正後の法人税に基づく減価償却

方法を適用しております。当該変更に伴い、当四半期連結会計期間の営業費用は「自動車関連製品事業」が42百万

円、「舶用関連製品事業」が１百万円、「その他の製品事業」が１百万円増加し、営業利益が同額減少しておりま

す。

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

自動車関連
製品事業
(百万円)

舶用関連
製品事業

（百万円）

その他の
製品事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 11,468 621 948 13,038 ― 13,038

(2) セグメント間の内部売上
高又は振替高

― ― ― ― (―) ―

計 11,468 621 948 13,038 (―) 13,038

営業費用 11,303 560 902 12,766 (―) 12,766

営業利益 165 61 45 271 (―) 271
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【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）事業区分の方法

国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

(本国以外の区分に属する主な国又は地域）

①アジア・・・・・・タイ、インドネシア、中国他

②ヨーロッパ・・・・ドイツ

③その他の地域・・・北米

（追加情報）

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当四半期連結会計期間より改正後の法人税に基づく減価償却

方法を適用しております。当該変更に伴い、当四半期連結会計期間の営業費用は「日本」が46百万円増加し、営業利

益が同額減少しております。

【海外売上高】

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・・・・・・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

①アジア・・・・・・タイ、インドネシア、シンガポール、中国他

②ヨーロッパ・・・・ドイツ他

③北米・・・・・・・アメリカ他

④その他の地域・・・南アフリカ、ヨルダン、メキシコ他

2 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。

著しい変動はございません。

日本
(百万円)

アジア
(百万円)

ヨーロッパ
(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)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に対する
売上高

9,999 1,263 1,197 578 13,038 ― 13,038

(2) セグメント間の内部売
上高又は振替高

1,441 160 5 － 1,606 (1,606) ―

計 11,440 1,423 1,203 578 14,644 (1,606) 13,038

営業費用 11,222 1,262 1,219 686 14,391 (1,624) 12,766

営業利益 217 160 △16 △108 253 18 271

アジア ヨーロッパ 北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 2,315 1,118 386 1,114 4,935

Ⅱ 連結売上高(百万円) 13,038

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

17.8 8.6 3.0 8.5 37.9

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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１.前年同期に係る連結財務諸表等

(1)（要約）四半期連結損益計算書

「参考」

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)

区分 金額(百万円)

売上高 12,185

売上原価 9,466

売上総利益 2,718

販売費及び一般管理費 2,312

営業利益 406

営業外収益

受取利息 3

受取配当金 54

為替差益 86

その他 94

営業外収益合計 239

営業外費用

支払利息 109

その他 179

営業外費用合計 289

経常利益 356

特別利益 26

特別損失 －

税金等調整前四半期純利益 382

法人税、住民税及び事業税 248

法人税等調整額 △48

法人税等合計 200

少数株主利益 44

四半期純利益 137
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（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)

区分 金額(百万円)

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 381

減価償却費 1,116

のれん償却額 0

引当金の増減額（△は減少） 89

前払年金費用の増減額 △130

受取利息及び受取配当金 △58

支払利息 109

為替差損益（△は益） △86

投資有価証券売却及び評価損益(△は益) △26

売上債権の増減額（△は増加） 255

たな卸資産の増減額（△は増加） 450

仕入債務の増減額（△は減少） 105

未払又は未収消費税等の増減額 △65

その他 △270

小計 1,875

利息及び配当金の受取額 103

利息の支払額 △97

法人税等の支払額 △210

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,670

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 △1,974

有形固定資産の売却による収入 0

投資有価証券の売却による収入 91

貸付金の回収による収入 41

その他固定資産の取得による支出 △90

その他固定資産の売却による収入 2

その他 113

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,815

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金純増減額（△は減少） 770

長期借入による収入 2,471

長期借入金の返済による支出 △582

配当金の支払額 △259

自己株式の取得による支出 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,399

現金及び現金同等物に係る換算差額 19

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,273

現金及び現金同等物の期首残高 1,842

新規連結による現金及び現金同等物の増加額 604

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,719

- 12 -



（3）ゼグメント情報

【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）

（注）事業区分の方法

事業区分は、販売先産業の種類により区分しております。

①自動車関連製品事業・・・自動車用、二輪車用機関部品

②舶用関連製品事業・・・・舶用機関部品

③その他の製品事業・・・・陸用機関部品、家電製品用部品、事務用機器用部品、産業機械用部品他

【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）事業区分の方法

国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

(本国以外の区分に属する主な国又は地域）

①アジア・・・・・・タイ、インドネシア、中国他

②ヨーロッパ・・・・ドイツ

③その他の地域・・・北米

自動車関連
製品事業
(百万円)

舶用関連
製品事業

（百万円）

その他の
製品事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 10,637 512 1,034 12,185 ― 12,185

(2) セグメント間の内部売上
高又は振替高

― ― ― ― (―) ―

計 10,637 512 1,034 12,185 (―) 12,185

営業費用 10,320 448 1,010 11,778 (―) 11,778

営業利益 317 64 24 406 (―) 406

日本
(百万円)

アジア
(百万円)

ヨーロッパ
(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)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に対する
売上高

9,501 1,036 946 701 12,185 ― 12,185

(2) セグメント間の内部売
上高又は振替高

2,436 196 ― ― 2,632 (2,632) ―

計 11,937 1,232 946 701 14,818 (2,632) 12,185

営業費用 11,731 1,092 847 734 14,406 (2,627) 11,778

営業利益 205 140 98 △33 412 (5) 406
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【海外売上高】

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・・・・・・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

①アジア・・・・・・タイ、インドネシア、シンガポール、中国他

②ヨーロッパ・・・・ドイツ他

③北米・・・・・・・アメリカ他

④その他の地域・・・南アフリカ、ヨルダン、メキシコ他

2 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。

２．個別業績の概要

アジア ヨーロッパ 北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 2,279 902 616 859 4,657

Ⅱ 連結売上高(百万円) 12,185

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

18.7 7.4 5.1 7.0 38.2

(1)個別経営成績

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 10,891 ― 176 ― 357 ― 210 ―

20年３月期第１四半期 11,436 9.3 252 △30.3 335 △44.9 222 △14.4

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 2 56 ―

20年３月期第１四半期 2 71 ―

（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

21年３月期第１四半期 62,225 22,459 36.1 273 62

20年３月期 61,456 22,150 36.0 269 50

（参考）自己資本 21年3月期第１四半期 22,459百万円 20年3月期 22,150百万円

(3)平成21年３月期業績予想（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2四半期累計期間は対前年中間増減率)

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 %

第２四半期累計期間 22,000 △3.4 400 △32.1 300 △27.9 180 △57.7

通期 45,500 △1.9 1,050 28.4 750 △4.4 450 △45.6

1株当たり
四半期純利益

円 銭

第２四半期累計期間 2 19

20年3月期 5 48

（注）個別業績予想値の当四半期における修正の有無 ： 無
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