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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 40,535 ― 4,431 ― 4,182 ― 2,375 ―
20年3月期第1四半期 39,399 15.8 4,889 100.9 4,726 73.0 2,579 148.2

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 76.14 70.29
20年3月期第1四半期 82.68 76.32

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 118,881 61,845 43.7 1,666.65
20年3月期 126,969 64,933 42.6 1,733.54

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  51,991百万円 20年3月期  54,078百万円

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） ――― 20.00 ― 20.00 40.00

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 78,400 △1.4 7,500 △10.6 7,300 △6.6 3,500 △22.1 112.18
通期 159,000 △1.4 15,200 △7.8 14,600 △1.6 8,000 △6.7 256.41

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、２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、２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） 

※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当たっての注意事項等については、２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。  

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  31,200,000株 20年3月期  31,200,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  4,684株 20年3月期  4,684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  31,195,316株 20年3月期第1四半期  31,195,428株



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

　当第１四半期連結会計期間における連結売上高は 40,535百万円（前年同期比2.9％増）、連結営業利益は 4,431

百万円（同9.4％減）となりました。

　所在地別セグメントの状況につきまして、国内では、主要販売先である本田技研工業株式会社向けの小型車用製

品の販売が好調だったこと等により、売上高は11,881百万円、営業利益は995百万円となりました。

  北米地域は、原油価格の高騰による大型車の販売不振や円高による為替換算影響等により、売上高は8,272百万円

となり、44百万円の営業損失となりました。

　欧州地域は、主要取引先への四輪車用製品の販売が順調に推移し、売上高は3,127百万円、営業利益は243百万円

となりました。

　アジア地域は、主要販売先への二輪車用製品の販売が増加し、売上高は9,756百万円、営業利益は1,996百万円と

なりました。

　南米地域は、主要販売先への二輪車用製品の販売が増加し、売上高は7,496百万円、営業利益は1,289百万円とな

りました。

　連結経常利益は4,182百万円（同11.5％減）、連結当期純利益は2,375百万円（同7.9％減）となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

（１）当第１四半期連結会計期間の連結財政状況

　当第１四半期連結会計期間末の総資産合計は、118,881百万円となり前連結会計年度末に比べ8,088百万円減少

いたしました。流動資産は45,596百万円となり、4,397百万円減少いたしました。これは主に現金及び預金が減少

したことによるものです。固定資産は73,284百万円となり、3,690百万円減少いたしました。これは主に機械装置

及び運搬具が減少したことによるものです。

　負債合計は、57,035百万円となり、5,000百万円減少いたしました。流動負債は44,194百万円となり、5,343百

万円減少いたしました。これは主に短期借入金が減少したことによるものです。固定負債は12,841百万円となり、

343百万円増加いたしました。

　純資産合計は、61,845百万円となり、3,088百万円減少いたしました。これは主に為替換算調整勘定が減少した

ことによるものです。

（２）当第１四半期連結会計期間のキャッシュ・フローの状況

　当第１四半期連結会計期間において営業活動の結果得られた資金は6,544百万円となりました。投資活動の結果

使用した資金は4,240百万円となりました。財務活動の結果減少した資金は3,850百万円となりました。

　この結果、当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は7,710百万円となりました。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　通期の業績予想につきましては、平成20年4月25日に公表いたしました業績予想に変更はございません。

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

（簡便な会計処理）

　①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関しては、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出する方法によっております。

　②固定資産の減価償却費の算出方法

　　　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。
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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）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　当社及び国内連結子会社は、通常の販売目的で保有する棚卸資産については、主として総平均法による原

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、総平均法による原価法（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342百万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　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り扱

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。

　これにより、営業利益は23百万円増加し、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ25百万円

増加しております。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。　

④　リース取引に関する会計基準の適用  所有権移転外ファイナンスリース取引については、従来、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したが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第

13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部会）平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度

委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年4月1日以降開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸

表から適用することができることになったことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等

を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取

引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額

法を採用しております。

　なお、この変更による影響は軽微であります。

（追加情報）

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正を契機として、資産の利用状況等を見直した結果、当第１四半

期連結会計期間より、機械装置の耐用年数を変更しております。

　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93百万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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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 7,017 9,569

受取手形及び売掛金 17,276 16,457

製品 3,225 4,330

原材料 4,776 5,402

仕掛品 4,130 4,615

貯蔵品 4,603 4,935

繰延税金資産 1,303 909

その他 3,302 3,788

貸倒引当金 △38 △14

流動資産合計 45,596 49,994

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 22,054 23,096

減価償却累計額 △10,409 △10,651

建物及び構築物（純額） 11,645 12,444

機械装置及び運搬具 133,068 142,904

減価償却累計額 △96,318 △101,800

機械装置及び運搬具（純額） 36,749 41,104

工具、器具及び備品 7,114 7,022

減価償却累計額 △4,900 △5,011

工具、器具及び備品（純額） 2,213 2,010

土地 4,021 4,428

建設仮勘定 4,733 4,557

有形固定資産合計 59,364 64,546

無形固定資産   

ソフトウエア 598 598

のれん 12 13

その他 16 23

無形固定資産合計 628 635

投資その他の資産   

投資有価証券 5,134 4,114

出資金 3,449 2,617

長期貸付金 20 19

繰延税金資産 2,780 3,177

その他 1,973 1,932

貸倒引当金 △66 △67

投資その他の資産合計 13,291 11,794

固定資産合計 73,284 76,975

資産合計 118,881 126,969



（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 11,238 11,696

短期借入金 16,847 21,462

未払金 4,785 5,859

未払費用 5,666 5,578

未払法人税等 1,962 2,300

繰延税金負債 200 242

賞与引当金 2,050 1,282

役員賞与引当金 11 34

製品補償引当金 182 196

その他 1,249 884

流動負債合計 44,194 49,537

固定負債   

社債 10,000 10,000

長期借入金 590 702

繰延税金負債 148 31

退職給付引当金 1,456 1,373

役員退職慰労引当金 176 202

その他 470 186

固定負債合計 12,841 12,497

負債合計 57,035 62,035

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,973 2,973

資本剰余金 2,714 2,714

利益剰余金 45,050 43,299

自己株式 △5 △5

株主資本合計 50,733 48,982

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,338 1,721

為替換算調整勘定 △1,079 3,374

評価・換算差額等合計 1,258 5,095

少数株主持分 9,854 10,855

純資産合計 61,845 64,933

負債純資産合計 118,881 126,969



（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 40,535

売上原価 32,874

売上総利益 7,661

販売費及び一般管理費 3,229

営業利益 4,431

営業外収益  

受取利息 42

受取配当金 37

受取賃貸料 5

その他 91

営業外収益合計 177

営業外費用  

支払利息 254

固定資産除却損 0

為替差損 120

その他 50

営業外費用合計 426

経常利益 4,182

特別利益  

固定資産売却益 1

特別利益合計 1

特別損失  

固定資産売却損 22

固定資産除却損 20

特別損失合計 43

税金等調整前四半期純利益 4,140

法人税、住民税及び事業税 1,617

法人税等調整額 △441

法人税等合計 1,175

少数株主利益 589

四半期純利益 2,375



（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 4,140

減価償却費 3,803

のれん償却額 1

貸倒引当金の増減額（△は減少） 26

賞与引当金の増減額（△は減少） 776

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △22

製品補償引当金の増減額（△は減少） △4

退職給付引当金の増減額（△は減少） 56

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △26

受取利息及び受取配当金 △79

支払利息 254

為替差損益（△は益） △5

有形固定資産売却損益（△は益） △1

有形固定資産除売却損益（△は益） 43

売上債権の増減額（△は増加） △2,279

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,104

仕入債務の増減額（△は減少） △129

その他 936

小計 8,595

利息及び配当金の受取額 96

利息の支払額 △303

法人税等の支払額 △1,844

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,544

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 △3,371

有形固定資産の売却による収入 47

無形固定資産の取得による支出 △51

投資有価証券の取得による支出 △3

貸付金の回収による収入 3

貸付けによる支出 △6

子会社出資金の取得による支出 △831

その他 △27

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,240



（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) 

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） △3,211

長期借入れによる収入 108

長期借入金の返済による支出 △118

配当金の支払額 △561

その他 △67

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,850

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,307

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,854

現金及び現金同等物の期首残高 10,564

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,710



　    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

ａ．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、自動車足廻り用ボールジョイント、自動車エンジン用カムシャフト等の輸送用機器部品の製

造・販売を主事業としている専門メーカーであり、事業の種類を大別すると部品部門とその他に分類されますが、

部品部門における売上高、営業損益及び資産の金額はいずれも全体の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。

ｂ．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）

日本
（百万円）

北米
（百万円）

欧州
（百万円）

アジア
（百万円）

南米
（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
11,881 8,272 3,127 9,756 7,496 40,535 － 40,535

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高
5,962 93 173 141 4 6,375 (6,375) －

　計 17,844 8,366 3,301 9,897 7,501 46,911 (6,375) 40,535

営業損益 995 (44) 243 1,996 1,289 4,479 (47) 4,431

　（注）１．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地域の内訳は次のとおりであります。

(1）北米…………アメリカ、カナダ

(2）欧州…………イギリス、ハンガリー

(3）アジア………インドネシア、タイ、インド

(4）南米…………ブラジル

３．本セグメント情報の金額は消費税等抜きで表示しております。

４．会計処理方法の変更

　（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。この変更に伴い、従来の方法によった場合と比べて、営業利益が日本で342百万円減少し

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。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ

て、営業利益がアジアで12百万円、南米で11百万円それぞれ増加しております。

５．追加情報　

「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、機械装置の耐用年数を変更しております。この変更に伴い、従来の方法によった場

合と比べて、営業利益が日本で93百万円減少しております。
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ｃ．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）

北米 欧州 アジア 南米 その他 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 8,233 3,107 10,159 7,472 64 29,037

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － － － － 40,536

Ⅲ　海外売上高の連結売上高に

占める割合（％）
20.3 7.7 25.1 18.4 0.2 71.7

　（注）１．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地域の内訳は次のとおりであります。

(1）北米………………アメリカ、カナダ

(2）欧州………………イギリス、ハンガリー、ドイツ、フランス、ポーランド

(3）アジア……………インドネシア、タイ、インド、中国

(4）南米………………ブラジル

(5）その他

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。

（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」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

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 39,399

Ⅱ　売上原価 31,656

売上総利益 7,743

Ⅲ　販売費及び一般管理費 2,854

営業利益 4,889

Ⅳ　営業外収益 401

１.受取利息　 59

２.受取配当金　 46

３.為替差益　 208

４.その他　 87

Ⅴ　営業外費用 564

１.支払利息　 461

２.社債利息　 6

３.固定資産除却損　 26

４.その他　 69

経常利益 4,726

Ⅵ　特別利益 10

Ⅶ　特別損失 61

税金等調整前四半期純利益 4,675

法人税、住民税及び事業税 2,188

法人税等調整額　 △600

少数株主利益　 508

四半期純利益 2,579
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

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  

税金等調整前当期純利益　 4,675

減価償却費　 3,700

受取利息及び受取配当金　 △105

支払利息　 461

賞与引当金の増減額（減少：△）　 766

売上債権の増減額（増加：△）　 △2,023

たな卸資産の増減額（増加：△）　 129

仕入債務の増減額（減少：△）　 △964

その他 194

小計 6,835

利息及び配当金の受取額　 154

利息の支払額　 △539

法人税等の支払額　 △970

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,480

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　 △5,758

有形固定資産の売却による収入　 7

その他　 △630

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,380

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：△）　 3,791

長期借入金による収入 126

長期借入金の返済による支出　 △374

その他　 △499

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,043

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 969

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額（又は減少額） 3,112

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 9,643

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 12,756

－ 4 －
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