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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 79,728 ― 5,163 ― 5,547 ― 2,571 ―

20年3月期第1四半期 87,632 8.6 7,136 7.3 7,861 13.5 4,292 32.3

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 34.76 ―

20年3月期第1四半期 58.03 ―

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 212,974 147,251 59.6 1,717.33
20年3月期 213,502 148,182 59.5 1,716.16

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  127,022百万円 20年3月期  126,935百万円

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 ― 18.00 36.00

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 158,800 ― 8,600 ― 8,800 ― 4,000 ― 54.08
通期 329,100 △3.0 19,600 △18.4 20,100 △17.8 10,000 △10.7 135.20

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  

注）詳細は、2～3ページ【定性的情報・財務諸表等】 4．その他をご覧下さい。  

(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、2～3ページ【定性的情報・財務諸表等】 4．その他をご覧下さい。  

(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、2～3ページ【定性的情報・財務諸表等】 4．その他をご覧下さい。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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直し等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手可能な情報に基づき当社の経営者が判断した予想であり、リスクや不確実性を
含んでいます。従いまして、これらの業績予想のみに全面的に依拠して投資判断を下すことは控えるようお願いいたします。実際の業績は、様々な重要要素により、これ
らの業績予想とは大きく異なる結果となり得ることをご承知おき下さい。実際の業績に影響を与え得る重要要素には、当社の事業領域を取り巻く経済情勢、市場の動向、
対ドルをはじめとする円の為替レート等が含まれます。 
(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。  

新規 1 社 （社名
ケーヒンミシガンマニュファクチュアリング・エル
エルシー

） 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  73,985,246株 20年3月期  73,985,246株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  20,454株 20年3月期  20,174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  73,964,932株 20年3月期第1四半期  73,965,883株
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【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

 (1) 当第1四半期の概況

　当第1四半期における当社グループを取り巻く経済情勢は、世界的な原油・原材料価格の高騰や、昨年夏に北米で端を発したサブプライム
ローン問題による金融不安など、不透明感を増しつつあります。国内においては、企業収益の減少等景気は足踏み状態となり、米国や欧州で
は、景気の減速が年明け以降さらに強まりつつあります。一方、アジアは中国をはじめとして全体的に景気の拡大を持続しています。
　このような状況の中、当社の第1四半期の連結売上高は、二輪・汎用事業においては204億5千9百万円、四輪事業においては592億6千8百万
円となり、合計で797億2千8百万円となりました。連結経常利益は、55億4千7百万円となり、四半期純利益は、25億7千1百万円となりました。
　当第1四半期の連結売上高の内訳を、所在地別に見ますと、国内においては海外への生産移管および軽自動車の販売減等があり、305億3千
2百万円となりました。米州においては、原油高騰にともなう小型車シフトや為替換算の影響等により、254億5千8百万円となりました。アジアにお
いては、為替換算の影響があるものの、二輪車製品の販売好調に加え、タイの四輪車製品の販売好調があり、212億7千万円となりました。欧州
においては為替換算の影響を受け、24億6千6百万円となりました。

 (2) 所在地別の売上高 （単位：百万円）

平成20年3月期第1四半期 平成21年3月期第1四半期
増　減

金　額 率（％）

国　　　内 34,978 30,532 △ 4,445 △ 12.7

米　　　州 29,628 25,458 △ 4,169 △ 14.1

ア　ジ　ア 20,200 21,270 1,069 5.3

欧　　　州 2,824 2,466 △ 358 △ 12.7

2. 連結財政状態に関する定性的情報

     当第1四半期末の総資産は、2,129億7千4百万円と、前期末に比べ、5億2千8百万円の減少となりました。

各項目別の主な要因は次のとおりです。

(流動資産)

    流動資産は1,156億9千4百万円と、前期末に比べ、1億3千9百万円減少しました。

(固定資産)

　  固定資産は972億7千9百万円と、前期末に比べ、3億8千8百万円減少しました。これは主に有形固定資産の減少によるものです。

(流動負債)

    流動負債は584億1千万円と、前期末に比べ、2億2千2百万円減少しました。

(固定負債)

    固定負債は73億1千2百万円と、前期末に比べ、6億2千5百万円増加しました。

(純資産)

    純資産は1,472億5千1百万円と、前期末に比べ、9億3千万円減少しました。これは主に為替換算調整勘定の減少によるものです。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

    当期における業績予想は、平成20年5月7日公表の業績予想に変更はありません。

    なお、為替レートは通期平均で1米ドル＝100円を前提としております。    

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）

　 当第１四半期連結会計期間より、ケーヒンミシガンマニュファクチュアリング・エルエルシーの重要性が増したため、連結の範囲に含めております。

　 なお、特定子会社の他に、ケーヒンセールスアンドデベロップメントヨーロッパ・ゲーエムベーハーを新たに連結の範囲に含めております。

 (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

　　　(簡便な会計処理)

 固定資産の減価償却費の算定方法

　　　 　 四半期連結財務諸表提出会社及び一部の連結子会社は、固定資産の年度中の取得、売却及び除却等の見積りを考慮した予算を算定している

 ため、当該予算に基づく年間償却予定額を期間按分して算定しております。

　　　(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理)

　  四半期連結財務諸表提出会社及び連結子会社は税金費用について、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います。

    なお、法人税等調整額は、法人税等に含めております。
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 (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　平成19年3月14日)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　平成19年3月14日)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

  　  四半期連結財務諸表提出会社及び国内の連結子会社は、通常の販売目的で保有するたな卸資産について、従来、主として総平均法に基づ

　  く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、主として総平均法に基づく原価法(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四半期純利益は、それぞれ509百万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。

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

      四半期連結財務諸表提出会社は、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、連結決算上必要な修正を行っております。

　 　 これによる、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。
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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)

資産の部

　 流動資産

  　　現金及び預金 24,416 26,055

  　　受取手形及び売掛金 43,604 44,260

  　　有価証券 9,252 9,632

  　　たな卸資産 28,644 26,736

  　　その他 9,776 9,149

      流動資産合計 115,694 115,834

   固定資産

  　　有形固定資産

   　　　建物及び構築物 20,105 19,610

   　　　機械装置及び運搬具 39,391 37,673

   　　　工具、器具及び備品 6,735 6,860

   　　　土地 7,100 7,472

   　　　建設仮勘定 6,746 9,440

   　　　有形固定資産合計 80,079 81,056

    　無形固定資産 2,845 3,103

  　　投資その他の資産

   　　　投資有価証券 8,694 8,452

   　　　長期貸付金 437 279

   　　　その他 5,254 4,807

   　　　貸倒引当金 △ 31 △ 31

   　　　投資その他の資産合計 14,354 13,507

      固定資産合計 97,279 97,668

   資産合計 212,974 213,502

負債の部

 　流動負債

  　　支払手形及び買掛金 34,319 35,383

  　　短期借入金 3,617 2,467

  　　1年内返済予定の長期借入金 22 22

  　　未払費用 7,022 10,602

  　　未払法人税等 2,780 1,596

  　　製品保証引当金 2,595 2,715

  　　役員賞与引当金 ― 105

  　　その他 8,053 5,739

      流動負債合計 58,410 58,632

 　固定負債

  　　長期借入金 127 33

  　　退職給付引当金 2,900 2,811

  　　役員退職慰労引当金 278 489

  　　その他 4,006 3,352

    　固定負債合計 7,312 6,687

   負債合計 65,722 65,319

純資産の部

　 株主資本

  　　資本金 6,932 6,932

  　　資本剰余金 7,940 7,940

  　　利益剰余金 113,934 112,810

  　　自己株式 △ 29 △ 29

  　　株主資本合計 128,778 127,654

 　評価・換算差額等

  　　その他有価証券評価差額金 2,917 2,228

  　　為替換算調整勘定 △ 4,674 △ 2,947

  　　評価・換算差額等合計 △ 1,756 △ 718

 　少数株主持分 20,229 21,247

 　純資産合計 147,251 148,182

負債純資産合計 212,974 213,502

(平成20年3月31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6月30日)

当第1四半期連結会計期間末
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(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)

( 自 平成20年4月 1日

至 平成20年6月30日 )

売上高 79,728

売上原価 67,944

売上総利益 11,784

販売費及び一般管理費

 　運賃及び荷造費 783

 　製品保証引当金繰入額 8

 　給料 1,275

 　退職給付費用 49

 　役員退職慰労引当金繰入額 22

 　その他 4,481

 　販売費及び一般管理費合計 6,620

営業利益 5,163

営業外収益

 　受取利息 184

 　受取配当金 89

 　その他 246

 　営業外収益合計 520

営業外費用

 　支払利息 64

 　固定資産廃棄損 42

 　その他 28

 　営業外費用合計 136

経常利益 5,547

税金等調整前四半期純利益 5,547

法人税等 2,182

少数株主利益 793

四半期純利益 2,571

当第1四半期連結累計期間
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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)

( 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 5,547

 　減価償却費 4,027

 　有形及び無形固定資産処分損益（△は益） 42

 　製品保証引当金の増減額（△は減少） △ 115

 　退職給付引当金の増減額（△は減少） 70

 　前払年金費用の増減額（△は増加） 55

 　役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △ 211

 　受取利息及び受取配当金 △ 273

 　支払利息 64

 　売上債権の増減額（△は増加） △ 94

 　たな卸資産の増減額（△は増加） △ 2,131

 　仕入債務の増減額（△は減少） △ 1,085

 　その他 △ 478

 　小計 5,418

 　利息及び配当金の受取額 273

 　利息の支払額 △ 64

 　法人税等の支払額 △ 447

 　営業活動によるキャッシュ・フロー 5,179

投資活動によるキャッシュ・フロー

 　有形及び無形固定資産の取得による支出 △ 4,573

 　有形及び無形固定資産の売却による収入 50

 　投資有価証券の取得による支出 △ 132

 　投資有価証券の売却による収入 183

 　長期貸付けによる支出 △ 201

 　長期貸付金の回収による収入 43

 　その他 △ 147

 　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 4,779

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） 1,387

 　自己株式の取得による支出 △ 0

 　配当金の支払額 △ 1,331

 　少数株主への配当金の支払額 △ 1,412

 　財務活動によるキャッシュ・フロー △ 1,356

現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 1,078

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 2,035

現金及び現金同等物の期首残高 34,368

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 121

現金及び現金同等物の四半期末残高 32,454

当第1四半期連結累計期間
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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　平成19年3月14日)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　平成19年3月14日)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】

     事業の種類別セグメント情報は、次の理由により記載しておりません。

     ① 自動車部品部門の売上高が、全セグメントの売上高合計の90％超であること。

     ② 自動車部品部門の営業利益が、営業利益の生じているセグメントの営業利益の合計額の90％超であること。

　【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) (単位：百万円)

日本 米州 アジア 欧州 計 消去又は全社 連結

　　　　　　　売 　　 上　　 高

(1) 外部顧客に対する売上高 30,532 25,458 21,270 2,466 79,728 － 79,728

(2) セグメント間の内部売上高 10,987 149 1,860 125 13,123 (13,123) － 

計 41,520 25,607 23,130 2,592 92,851 (13,123) 79,728

　　　　　　　営　　業　　利　　益 649 1,643 2,983 417 5,694 (531) 5,163

     (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) 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

          (2) 各区分に属する国又は地域

 　　　　　　　　米　州……米国、ブラジル

 　　　　　　　　アジア……中国、台湾、タイ、フィリピン、インドネシア、インド

　　　　　　　　 欧　州……英国、ドイツ

　　　　　2. 会計方針の変更

 　　　　たな卸資産

  　　　　　「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、四半期連結財務諸表提出会社及び

  　　    国内の連結子会社は、通常の販売目的で保有するたな卸資産について、従来、主として総平均法に基づく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、

  　　　　主として総平均法に基づく原価法(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)により算定しております。

      　　　 これにより、当第1四半期連結累計期間の「日本」の営業利益は509百万円減少しております。

　【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) (単位：百万円)

米州 アジア 欧州 その他の地域 計

　　　　　海　外　売　上　高 25,454 21,135 4,076 0 50,666

　　　　　連　結　売　上　高 79,728

　　　　　連結売上高に占める海外売上高の割合 31.9% 26.5% 5.1% 0.0% 63.5%

　　(注) 1.  海外売上高は、四半期連結財務諸表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。

　　　　  2.  国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

　　　　　　　　 各区分に属する主な国又は地域

　　　　　　　　　　米　州…………米国、カナダ、ブラジル

　　　　　　　　　　アジア…………中国、台湾、タイ、フィリピン、インドネシア、インド

　　　　　　　　　　欧　州…………ベルギー、イタリア、英国、オーストリア、オランダ、ドイツ

　　　　　　　　　　その他の地域…南アフリカ

(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。
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「参考資料」

　前第1四半期にかかる財務諸表

　　(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)　　

                 (単位：百万円)

　(平成20年3月期

　 第1四半期)

Ⅰ 売上高 87,632

Ⅱ 売上原価 73,902

　 売上総利益 13,729

Ⅲ 販売費及び一般管理費 6,592

 　営業利益 7,136

Ⅳ 営業外収益

1    受取利息 197

2    受取配当金 34

3    為替差益 274

4    その他 353

          営業外収益合計 858

Ⅴ 営業外費用

1    支払利息 56

2    固定資産廃棄損 39

3    棚卸資産廃棄損 6

4    金型補償費 19

5    その他 11

 　営業外費用合計 134

 　経常利益 7,861

 　税金等調整前四半期純利益 7,861

 　法人税、住民税及び事業税 2,351

 　法人税等調整額 28

 　少数株主利益 1,189

 　四半期純利益 4,292

前年同四半期

科　　目

金　　額
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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)　　

(単位：百万円)

前年同四半期

　(平成20年3月期

　 第1四半期)

金　　額

 Ⅰ　   営業活動によるキャッシュ・フロー

1 税金等調整前四半期純利益 7,861

2 減価償却費 3,884

3 有形・無形固定資産処分損益(△益) 27

4 製品保証引当金の減少額(△) 29 △                    

5
退職給付引当金の増加額または減少額(△)及び
前払年金費用の増加額(△)

14

6 役員退職引当金の減少額(△) 19 △                    

7 受取利息及び受取配当金 231 △                  

8 支払利息 56

9 売上債権の増加額(△)または減少額 1,479

10 たな卸資産の増加額(△) 277 △                  

11 仕入債務の増加額 64

12 その他 2,244 △                

   小　　計 10,585

13 利息及び配当金の受取額 231

14 利息の支払額 56 △                    

15 法人税等の支払額 1,012 △                

 　　営業活動によるキャッシュ・フロー 9,748

 Ⅱ　   投資活動によるキャッシュ・フロー

1 有形･無形固定資産の取得による支出 6,428 △                

2 有形固定資産の売却による収入 85

3 投資有価証券の取得による支出 317 △                  

4 投資有価証券の売却による収入 182

5 長期貸付金の回収による収入 12

6 その他 268 △                  

投資活動によるキャッシュ・フロー 6,734 △                

 Ⅲ　   財務活動によるキャッシュ・フロー

1 短期借入金の純増減額 130

2 自己株式の取得による支出 1 △                      

3 配当金の支払額 1,257 △                

4 少数株主への配当金の支払額 823 △                  

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,951 △                

Ⅳ   現金及び現金同等物に係る換算差額 1,026

 Ⅴ　   現金及び現金同等物の増加額または減少額(△) 2,089

 Ⅵ　   現金及び現金同等物の期首残高 31,124

 Ⅶ　   現金及び現金同等物の四半期末残高 33,214

区　　分
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(3) セグメント情報

 　【事業の種類別セグメント情報】

　　事業の種類別セグメント情報は、次の理由により記載しておりません。　

　　① 自動車部品部門の売上高が、全セグメントの売上高合計の90％超であること。 

　　② 自動車部品部門の営業利益が、営業利益の生じているセグメントの営業利益の合計額の90％超であること。

　【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) (単位：百万円)

日本 米州 アジア 欧州 計 消去又は全社 連結

　　　　　　　売 　　 上　　 高

(1) 外部顧客に対する売上高 34,978 29,628 20,200 2,824 87,632 － 87,632

(2) セグメント間の内部売上高 10,706 158 2,398 2 13,266 (13,266) － 

計 45,684 29,787 22,599 2,827 100,899 (13,266) 87,632

　　　　　　　営　　業　　費　　用 44,467 27,229 19,609 2,590 93,897 (13,402) 80,495

　　　　　　　営　　業　　利　　益 1,216 2,557 2,989 236 7,001 135 7,136

　【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) (単位：百万円)

米州 アジア 欧州 その他の地域 計

　　　　　　　海　外　売　上　高 29,619 20,268 4,041 40 53,969
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