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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 28,951 ― 1,047 ― 1,057 ― 494 ―

20年3月期第1四半期 26,417 11.5 △547 ― △509 ― △537 ―

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 9.30 ―

20年3月期第1四半期 △10.12 ―

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 78,685 15,017 16.3 241.85
20年3月期 83,836 15,756 16.5 259.86

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  12,836百万円 20年3月期  13,792百万円

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 ― ― ― ― ―

21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 2.00 2.00

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 57,000 2.3 100 ― 0 ― △300 ― △5.65

通期 115,500 △0.7 500 ― 200 ― 300 ― 5.65

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．平成21年３月期の業績予想は、「平成20年３月期 決算短信」（平成20年５月７日付）において公表した金額より変更しておりません。 
  ２．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。 
  ３．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。  

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  53,171,286株 20年3月期  53,171,286株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  95,686株 20年3月期  94,526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  53,076,173株 20年3月期第1四半期  53,090,899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のわが国経済は、サブプライムローン問題を背景とする米国経済減速の影響、原油・鋼

材等の原材料価格の高騰や株式・為替市場の変動等の環境変化により、景気の先行きに弱い動きがみられ、下振れリ

スクが高まってまいりました。

　　海外におきましては、米国経済はサブプライムローン問題が影響し減速傾向が顕著となり、欧州経済は金融市場の

混乱、ユーロ高、原油価格高騰等により景気の減速懸念が強まっております。一方、中国をはじめとするアジア経済

では、景気の拡大は続いているものの成長の伸びは鈍化してきております。

　　当社グループが関連する自動車業界におきましては、国内の新車販売は買い替えサイクルの長期化、燃料価格の上

昇等により前年同期を下回りました。一方、輸出向けを含む国内の総生産台数は、国内市場の不振を新興市場向けを

中心にした好調な輸出がカバーし、前年同期を上回り順調に推移いたしました。 

　　このような経営環境下で当社グループは、新製品の拡販効果、主要得意先の生産が前年同期を上回ったこと、ステ

アリング部品事業における株式会社ジェイテクト、シート部品事業における株式会社タチエスとのシナジー効果等に

より、売上高は289億５千１百万円、営業利益は10億４千７百万円、経常利益は10億５千６百万円、四半期純利益は

４億９千３百万円となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

（資産の部）

　資産の部は、前連結会計年度末に比べて51億５千万円（6.1％）減少し、786億８千５百万円となりました。

これは、主に受取手形及び売掛金が33億９千万円、機械装置及び運搬具等の有形固定資産が26億８千４百万円それ

ぞれ減少したことによるものであります。

（負債の部）

　負債の部は、前連結会計年度末に比べて44億１千１百万円（6.5％）減少し、636億６千８百万円となりました。

これは、主に支払手形及び買掛金が11億１千万円、短期借入金が９億４千万円、長期借入金が17億３千３百万円そ

れぞれ減少したことによるものであります。

（純資産の部）

　純資産の部は、前連結会計年度末に比べて７億３千９百万円（4.7％）減少し、150億１千６百万円となりました。

主な減少の要因は、利益剰余金において四半期純利益を４億９千３百万円計上したものの、在外子会社の会計処理

変更に伴う剰余金の増減額において10億６千６百万円（純額）の減少があったこと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月期の連結業績予想につきましては、平成20年５月７日に発表いたしました連結業績予想に変更はあ

りません。 

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

　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、実地棚卸を省略して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しております。

　②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。
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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

　　　（会計処理の変更）

　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棚卸資産の評価基準及び評価方法の変更

通常の販売目的で保有する棚卸資産のうち、製品・仕掛品は、従来、主として総平均法による原価法に、また、

その他の棚卸資産のうち主として、原材料及び貯蔵品は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、製品・仕掛品については、主として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、その他の棚卸資産のうち主として、原材料及び貯蔵品は移動平

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3,227千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

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10,374千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。

（追加情報）

　耐用年数の変更

当社は、平成20年度の法人税法改正を契機に有形固定資産の耐用年数を見直し、機械装置の耐用年数を12年から

９年に変更しております。

この変更により、従来と同様の方法によった場合と比較して営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益

は、それぞれ77,897千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：千円）

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 7,188,827 6,390,207

受取手形及び売掛金 28,762,820 32,153,392

製品 6,174,061 6,728,394

原材料 451,277 439,544

仕掛品 1,221,425 1,320,803

貯蔵品 242,052 216,408

前渡金 249,273 251,988

繰延税金資産 795,865 659,961

その他 1,257,935 792,128

貸倒引当金 △460,119 △521,130

流動資産合計 45,883,420 48,431,698

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 7,849,139 8,200,930

機械装置及び運搬具 13,177,176 14,692,635

土地 4,073,067 4,083,167

建設仮勘定 3,153,196 3,768,648

その他 1,626,733 1,818,728

有形固定資産合計 29,879,313 32,564,111

無形固定資産   

のれん 161,820 154,323

その他 856,370 789,156

無形固定資産合計 1,018,191 943,479

投資その他の資産   

投資有価証券 1,168,293 1,287,657

長期貸付金 37,378 39,905

繰延税金資産 324,163 307,322

その他 383,235 270,627

貸倒引当金 △8,789 △8,797

投資その他の資産合計 1,904,282 1,896,716

固定資産合計 32,801,786 35,404,307

資産合計 78,685,207 83,836,005
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（単位：千円）

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 20,488,903 21,599,427

短期借入金 16,047,718 16,988,566

1年内償還予定の社債 50,000 50,000

未払法人税等 420,878 329,364

製品保証引当金 494,520 561,184

未払費用 4,707,437 5,039,481

その他 2,524,236 3,608,877

流動負債合計 44,733,694 48,176,902

固定負債   

長期借入金 15,677,505 17,411,019

繰延税金負債 35,803 47,278

退職給付引当金 914,963 576,617

役員退職慰労引当金 134,444 126,447

退職者医療保険引当金 992,410 1,022,193

損害賠償損失引当金 159,693 －

その他 1,019,997 719,795

固定負債合計 18,934,818 19,903,350

負債合計 63,668,512 68,080,252

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,985,638 5,985,638

資本剰余金 4,791,810 4,791,810

利益剰余金 1,463,332 2,036,699

自己株式 △30,310 △30,095

株主資本合計 12,210,471 12,784,053

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,224 1,366

為替換算調整勘定 624,764 1,006,964

評価・換算差額等合計 625,989 1,008,330

少数株主持分 2,180,233 1,963,368

純資産合計 15,016,694 15,755,752

負債純資産合計 78,685,207 83,836,005
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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：千円）

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 28,951,084

売上原価 25,099,692

売上総利益 3,851,391

販売費及び一般管理費  

荷造運搬費 543,738

給料及び賃金 1,198,279

退職給付費用 51,773

減価償却費 66,672

研究開発費 317,839

その他 626,069

販売費及び一般管理費 2,804,374

営業利益 1,047,017

営業外収益  

受取利息 16,922

受取配当金 1,023

持分法による投資利益 50,528

為替差益 215,995

その他 30,250

営業外収益合計 314,719

営業外費用  

支払利息 260,303

その他 44,817

営業外費用合計 305,121

経常利益 1,056,615

特別利益  

固定資産売却益 1,400

貸倒引当金戻入額 54,248

特別利益合計 55,648

特別損失  

固定資産除却損 1,132

損害賠償損失引当金繰入額 159,693

工場移転費用 45,682

特別損失合計 206,507

税金等調整前四半期純利益 905,756

法人税、住民税及び事業税 384,699

法人税等調整額 △167,221

法人税等合計 217,478

少数株主利益 194,728

四半期純利益 493,548
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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。

（３）継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

（４）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）

 自動車部品事業
非自動車部
品事業

計
消去又は全
社

連結
 

ステアリン
グ部品事業

シート部品
事業

シフター部
品事業

機関駆動部
品事業

大型車部品
事業

その他自動
車部品事業

小計

売上高            

(1）外部顧客に対す

る売上高(千円)
13,968,370 9,805,514 2,135,945 1,514,321 449,222 300,718 28,174,092 776,991 28,951,084 　－ 28,951,084

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高（千円）

　－ 　－ 　－ 　－ 　－ 　－ 　－ 　－ 　－ 　－ 　－

計（千円） 13,968,370 9,805,514 2,135,945 1,514,321 449,222 300,718 28,174,092 776,991 28,951,084 　－ 28,951,084

営業利益（千円） 432,425 456,360 73,025 20,457 10,249 16,841 1,009,360 37,657 1,047,017 　－ 1,047,017

　（注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２．各区分の主な製品

(1）自動車部品事業

1）ステアリング部品事業　ステアリングコラム

2）シート部品事業　　　　リクライナー、スライドアジャスター

3）シフター部品事業　　　オートマチックトランスミッションシフター、マニュアルトランスミッション

シフター

4）機関駆動部品事業　　　プーリー、ドライブプレート、カバコン

5）大型車部品事業　　　　トラック用ロッカーバルブ、トラック用Ｕボルト

6）その他自動車部品事業　ウィンドレギュレータ、アクセルペダル

(2）非自動車部品事業　　　　半導体自動試験装置、熱抵抗測定装置、テトラパック製造機　

３.会計処理の方法の変更　

(1）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に比べてステアリング部品事業で321千円、シート部品事業で

408千円、シフター部品事業で164千円、機関駆動部品事業で620千円、大型車部品事業で60千円、その他部

品事業で1,651千円それぞれ営業費用が増加し、営業利益が同額減少しております。

(2）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ステアリング部品事業で7,515千円、非自動車部品事

業で3,101千円それぞれ営業費用が増加し、営業利益が同額減少しております。また、シフター部品事業で

241千円営業費用が減少し、営業利益が同額増加しております。
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４.追加情報

　耐用年数の変更

　「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、当社は

平成20年度の法人税法改正を契機に有形固定資産の耐用年数を見直し、機械装置の耐用年数を12年から９

年に変更しております。

　この変更に伴い、従来と同様の方法によった場合と比較してステアリング部品事業で2,739千円、シート

部品事業で42,944千円、シフター部品事業で4,222千円、機関駆動部品事業で27,201千円、大型車部品事業

で465千円、その他部品事業で323千円それぞれ営業費用が増加し、営業利益が同額減少しております。

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 北米 ヨーロッパ その他の地域 計 消去又は全社 連結

売上高        

(1)外部顧客に対する売上

高（千円）
16,557,637 4,040,782 6,954,157 1,398,506 28,951,084 － 28,951,084

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高

（千円）

1,487,995 13,908 929 103,897 1,606,731 △1,606,731 －

計（千円） 18,045,632 4,054,690 6,955,087 1,502,404 30,557,815 △1,606,731 28,951,084

営業利益（千円） 619,288 56,461 137,620 215,420 1,028,791 18,225 1,047,017

　（注）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．本邦以外の区分に属する主な国又は地域

　(1)北米　……………米国

　(2)ヨーロッパ　……フランス、スウェーデン

　(3)その他の地域……中国、インドネシア

３．会計方針の変更

　(1）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に比べて日本で3,227千円営業費用が増加し、営業利益が同額減

少しております。

　(2）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北米で1,929千円営業費用が減少し、営業利益が同額増

加しております。また、ヨーロッパで12,304千円営業費用が増加し、営業利益が同額減少しております。

４.追加情報

耐用年数の変更

　　　「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、当社は平

成20年度の法人税法改正を契機に有形固定資産の耐用年数を見直し、機械装置の耐用年数を12年から９年に

変更しております。

　この変更伴い、従来と同様の方法によった場合と比較して日本で77,897千円営業費用が増加し、営業利益

が同額減少しております。
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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 ヨーロッパ その他の地域 計

Ⅰ．海外売上高（千円） 4,207,338 6,606,910 1,865,024 12,679,273

Ⅱ．連結売上高（千円）  28,951,084

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の

割合（％）
14.5 22.8 6.4 43.8

　　（注）１．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．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は、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

　(イ)北米………………米国、カナダ

　(ロ)ヨーロッパ………フランス、スウェーデン、ドイツ

　(ハ)その他の地域……中国、タイ、インドネシア

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　当社は、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。

これに伴い当第１四半期連結会計期間において、利益剰余金が在外子会社の会計処理変更に伴う剰余金の増加額

として1億６千４百万円、在外子会社の会計処理変更に伴う剰余金の減少額として12億３千１百万円変動しており

ます。 

また、当社は、財務戦略上の柔軟性を確保するため平成20年５月27日開催の取締役会決議に基づき、別途積立金

を22億円取崩し、同額を繰越利益剰余金に振り替えております。
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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（千円）

Ⅰ　売上高 26,417,437

Ⅱ　売上原価 23,956,960

売上総利益 2,460,477

Ⅲ　販売費及び一般管理費 3,007,539

営業損失（△） △547,062

Ⅳ　営業外収益 280,252

Ⅴ　営業外費用 242,588

経常損失（△） △509,398

Ⅵ　特別利益 －

Ⅶ　特別損失 52,201

税金等調整前四半期純損失
（△）

△561,600

税金費用 △68,407

少数株主利益 44,240

四半期純損失（△） △537,433
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