


自動車部品工業㈱(7233)平成21年３月期 第１四半期決算短信

・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わが国の経済は、米国サブプライムローン問題に端を発した米国経済

の減速や原油価格の高騰、急激な円高等により景気回復基調が減速する状況となりました。

このような情勢下において、当社グループは既存商品の売上拡大と新規顧客の開拓に取り組んでまいりま

した結果、売上高は156億８百万円となりました。

一方、損益面におきましては、原材料価格高騰による資材費の値上げ、設備投資の増加及び税制改正によ

り耐用年数を変更したことによる償却費増加等の影響により営業利益は７億３千１百万円となりました。経

常利益は７億８千３百万円となり、四半期純利益は４億２千６百万円となりました。

事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

① エンジン部品事業

建設機械市場におきましては、海外では資源国・新興国を中心に前年同期間比で需要が拡大しました

が、国内需要はやや下回りました。このような環境のもと、油圧ショベル、ホイールローダ等に搭載さ

れるエンジンの売上が減少したことにより、売上高は80億６百万円となりました。損益面では、減収に

よる減益、原材料価格高騰による資材費の値上げ、設備投資の増加及び税制改正により耐用年数を変更

したことによる償却費増加等の影響により営業利益は１億８千８百万円となりました。

② 自動車用部品事業

トラック市場におきましては、自動車NOx・PM法に伴う代替需要が収束したことから、国内需要は前年

同四半期を下回りましたが、海外は資源国・新興国を中心に堅調に推移しました。このような環境のも

と、売上高は75億３千７百万円となりました。損益面では、原材料価格高騰による資材費の値上げ、設

備投資の増加及び税制改正により耐用年数を変更したことによる償却費増加等の利益を押し下げる要因

があったものの、増収効果により営業利益は５億４百万円となりました。

③ その他事業

売上高は２億３千１百万円、営業利益は３千３百万円となりました。

所在地別セグメントの業績については、次のとおりであります。

① 日本

トラック市場におきましては、自動車NOx・PM法に伴う代替需要が収束したことから、国内需要は前年

同四半期を下回りましたが、海外では資源国、新興国を中心に需要は堅調に推移しました。建設機械市

場におきましては、海外では資源国、新興国を中心に需要が拡大しましたが、国内市場はやや下回りま

した。このような環境のもと、売上高は136億５千２百万円となりました。一方損益面では、原材料価格

高騰による資材費の値上げ、設備投資の増加及び税制改正により耐用年数を変更したことによる償却費

増加等の影響により営業利益は２億７千８百万円となりました。

② アジア

自動車用エンジン部品の新規受注及びピックアップトラック用部品を中心に売上高が増加したこと等

により、売上高は24億４百万円、営業利益は４億５千９百万円となりました。
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2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1)財政状態の変動状況

(資産)

流動資産は、前連結会計年度末に比べ５億１千３百万円増加し、170億９千５百万円となりました。こ

れは、主に現金及び預金が５億２千３百万円増加したことなどによります。

固定資産は、前連結会計年度末に比べ２億５千６百万円減少し、239億９千５百万円となりました。こ

れは、投資有価証券が１億３千２百万円増加したこと及び設備投資が増加したものの、円高に伴う海外連

結子会社資産の換算影響等により機械装置及び運搬具が４億１千９百万円減少したことなどによります。

(負債)

流動負債は、前連結会計年度末に比べ５億１千５百万円増加し、154億８千４百万円となりました。こ

れは、短期借入金が６億５千６百万円、賞与引当金が２億９千３百万円それぞれ増加し、支払手形及び

買掛金が４億８千２百万円減少したことなどによります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ１億１百万円減少し、72億１千８百万円となりました。これは、

主に退職給付引当金が７千５百万円減少したことなどによります。

(純資産)

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ１億５千６百万円減少し、183億８千７百万円となりました。

これは、利益剰余金が３億１千６百万円増加し、為替換算調整勘定が４億７千８百万円減少したことな

どによります。

(2)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ける現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に

比べ５億２千３百万円増加し、19億４千７百万円となりました。

(イ) 営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動の結果得られた資金は４億４千６百万円と前年同期間比100.4％増加いたしました。

収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益７億７千６百万円、減価償却費５億１千５百万円であ

り、支出の主な内訳は、たな卸資産の増加額２億６千１百万円、仕入債務の減少額２億８千２百万円及

び法人税等の支払額６億４百万円であります。

(ロ) 投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動の結果使用した資金は４億２千万円と前年同期間比54.4％増加いたしました。

これは、主に有形固定資産の取得による支出４億２千万円によるものであります。

(ハ) 財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動の結果得られた資金は５億５千４百万円と前年同期間比48.7％減少いたしました。

これは、短期借入れによる収入が７億６百万円であったものの、配当金の支払額が１億２千４百万円

であったことによるものであります。
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3. 連結業績予想に関する定性的情報

国内トラック市場は、燃料価格の上昇、排ガス規制に伴う代替需要の一巡の影響により減少が継続すると

想定しています。一方、海外トラック市場は、米国の低迷はあるものの資源国・新興国の需要は堅調に推移

するものと想定しています。

建設機械市場は、国内、米国の需要は減少するものの、新興国の需要は堅調に推移するものと想定してい

ます。また、原油・原材料価格の高騰、米国経済の減速、為替・金融市場の不安定など経営を取り巻く環境

は予断を許さない状況にありますが、期初計画を達成すべく、コストダウン、生産性向上等の諸施策を引き

続き推進してゆく所存です。

なお、現時点における平成21年３月期の業績予想につきましては平成20年５月15日発表の予想から見直し

を行っておりません。
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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、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。

②固定資産の減価償却の算定方法

固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額を期間按

分する方法によっております。

なお、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。

(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」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会

計基準適用指針第14号)を当第１四半期連結会計期間から適用しております。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」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号)

を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、製品、半製品、原材料、仕掛品は、主

として先入先出法による原価法から主として先入先出法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの

方法)に、貯蔵品は、主として移動平均法による原価法から主として移動平均法による原価法(収益性の

低下による簿価切下げの方法)に変更しております。

　この変更による損益に与える影響はありません。

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」(企業会計基準委員会 平

成18年５月17日 実務対応報告第18号)を当第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な修正

を行っております。

　この変更による損益に与える影響は軽微であります。

④ 在外子会社の本邦通貨への換算基準の変更

在外子会社の収益及び費用は、従来各社の決算日の直物為替相場により円貨に換算しておりましたが、

当第１四半期連結会計期間より期中平均相場により円貨に換算する方法に変更しております。これは、

取引高が増加したこと及び為替相場の急激な変動による期間損益への影響を平準化し、より適正な期間

損益を連結財務諸表に反映させるために行ったものであります。

この結果、従来の方法によった場合と比べて、売上高が122,512千円、営業利益が22,535千円、経常利

益が22,582千円、税金等調整前四半期純利益が22,178千円それぞれ増加しております。

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。

決算短信 2008年08月08日 13時02分 02580xe01_in 4ページ （Tess 1.10 20080626_01）



自動車部品工業㈱(7233)平成21年３月期 第１四半期決算短信

⑤ 有形固定資産の耐用年数の変更

当社及び国内連結子会社においては、機械及び装置について平成20年度の法人税法の改正による法定

耐用年数の変更を契機として経済的耐用年数を見直した結果、耐用年数を12年から９年に変更しており

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75,328千円減少してお

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 1,947,168 1,423,998

受取手形及び売掛金 12,158,672 12,440,482

製品 290,166 354,969

半製品 257,437 272,402

原材料 1,119,003 903,390

仕掛品 338,086 265,375

その他 984,637 920,827

流動資産合計 17,095,172 16,581,445

固定資産

有形固定資産

機械装置及び運搬具（純額） 8,190,953 8,610,937

土地 11,235,976 11,286,000

その他（純額） 2,739,569 2,575,619

有形固定資産合計 22,166,499 22,472,557

無形固定資産

のれん 274,139 281,898

その他 73,762 73,827

無形固定資産合計 347,902 355,725

投資その他の資産 1,480,782 1,422,904

固定資産合計 23,995,184 24,251,187

資産合計 41,090,357 40,832,633

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 9,258,821 9,741,333

短期借入金 2,810,280 2,154,221

未払法人税等 459,582 708,346

賞与引当金 851,894 557,908

その他 2,104,144 1,806,948

流動負債合計 15,484,723 14,968,758

固定負債

長期借入金 1,190,860 1,228,635

再評価に係る繰延税金負債 4,103,719 4,103,719

退職給付引当金 1,734,054 1,809,910

その他 189,653 177,746

固定負債合計 7,218,287 7,320,011

負債合計 22,703,011 22,288,770
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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)

純資産の部

株主資本

資本金 2,331,390 2,331,390

資本剰余金 1,416,546 1,416,546

利益剰余金 7,780,278 7,463,698

自己株式 △11,220 △10,934

株主資本合計 11,516,994 11,200,700

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 319,017 232,579

土地再評価差額金 6,042,559 6,042,925

為替換算調整勘定 △191,071 287,414

評価・換算差額等合計 6,170,506 6,562,919

少数株主持分 699,845 780,243

純資産合計 18,387,346 18,543,863

負債純資産合計 41,090,357 40,832,633
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(2) 【四半期連結損益計算書】

（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 15,608,084

売上原価 14,239,305

売上総利益 1,368,778

販売費及び一般管理費

運送費 42,522

給料及び手当 221,753

賞与引当金繰入額 42,465

退職給付引当金繰入額 5,872

減価償却費 19,133

賃借料 25,348

租税公課 15,420

試験研究費 30,458

のれん償却額 7,758

その他 226,380

販売費及び一般管理費合計 637,113

営業利益 731,664

営業外収益

受取利息 184

受取配当金 8,192

スクラップ売却収入 116,399

その他 17,934

営業外収益合計 142,710

営業外費用

支払利息 19,601

為替差損 57,401

その他 14,126

営業外費用合計 91,130

経常利益 783,244

特別損失

固定資産除却損 6,832

特別損失合計 6,832

税金等調整前四半期純利益 776,412

法人税、住民税及び事業税 356,091

法人税等調整額 △64,359

法人税等合計 291,731

少数株主利益 57,919

四半期純利益 426,762
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

（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)

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 776,412

減価償却費 515,302

のれん償却額 7,758

退職給付引当金の増減額（△は減少） △69,354

受取利息及び受取配当金 △8,376

支払利息 19,601

為替差損益（△は益） 57,401

有形固定資産除売却損 6,832

売上債権の増減額（△は増加） 62,249

たな卸資産の増減額（△は増加） △261,924

仕入債務の増減額（△は減少） △282,204

未払消費税等の増減額（△は減少） 5,986

その他 222,387

小計 1,052,072

利息及び配当金の受取額 8,376

利息の支払額 △8,610

法人税等の支払額 △604,855

営業活動によるキャッシュ・フロー 446,983

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 △420,147

投資有価証券の取得による支出 △187

投資活動によるキャッシュ・フロー △420,335

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 706,023

長期借入金の返済による支出 △27,040

自己株式の取得による支出 △285

配当金の支払額 △110,182

少数株主への配当金の支払額 △14,047

財務活動によるキャッシュ・フロー 554,468

現金及び現金同等物に係る換算差額 △57,947

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 523,170

現金及び現金同等物の期首残高 1,423,998

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,947,168
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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。

(4) 継続企業の前提に関する注記

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

　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)

エンジン部品
事業(千円)

自動車用部品
事業(千円)

その他事業
(千円)

計(千円)
消去又は
全社(千円)

連結(千円)

売上高

　(1) 外部顧客に対する
　 売上高

8,006,085 7,537,625 64,373 15,608,084 ― 15,608,084

　(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

― ― 166,801 166,801 (166,801) ―

計 8,006,085 7,537,625 231,175 15,774,885 (166,801) 15,608,084

営業利益 188,796 504,998 33,780 727,576 4,087 731,664

(注) １ 事業の区分は、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) エンジン部品事業 …… 産業用エンジン製造

(2) 自動車用部品事業 …… 駆動・伝動装置部品製造等

(3) その他事業 …………… 福利厚生施設の管理等

３ 会計方針の変更

　(在外子会社の本邦通貨への換算基準の変更)

　 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載の通り、当第１四半期連結会計期間から在外

子会社の収益及び費用の換算基準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、

売上高は「自動車用部品事業」が122,512千円増加しております。また、営業利益は「自動車部品事業」が

22,535千円増加しております。なお、「エンジン部品事業」及び「その他事業」についてはセグメント情報に与

える影響はありません。
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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)

日本(千円) アジア(千円) 計(千円)
消去又は
全社(千円)

連結(千円)

売上高

　(1) 外部顧客に対する
　 売上高

13,431,633 2,176,451 15,608,084 ― 15,608,084

　(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

221,319 228,440 449,759 (449,759) ―

計 13,652,952 2,404,891 16,057,843 (449,759) 15,608,084

営業利益 278,809 459,214 738,024 (6,359) 731,664

(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 本国以外の区分に属する国

　アジア …… タイ、インドネシア

３ 会計方針の変更

　(在外子会社の本邦通貨への換算基準の変更)

　 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載の通り、当第１四半期連結会計期間から在外

子会社の収益及び費用の換算基準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、

売上高は「アジア」が122,512千円増加しております。また、営業利益は「アジア」が22,535千円増加しており

ます。なお、「日本」についてはセグメント情報に与える影響はありません。

【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)

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 2,176,014 11,250 2,187,701

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 15,608,084

Ⅲ 連結売上高に占める
　 海外売上高の割合(％)

13.9 0.1 14.0

(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

(2) その他の地域 …… アメリカ

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。

４ 会計方針の変更

　(在外子会社の本邦通貨への換算基準の変更)

　 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載の通り、当第１四半期連結会計期間から在外

子会社の収益及び費用の換算基準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、

売上高は「アジア」が122,512千円増加しております。また、連結売上高に占める海外売上高の割合は「アジ

ア」が0.6％増加しております。なお、「その他の地域」についてはセグメント情報に与える影響はありません。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

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

　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）前四半期連結損益計算書

科 目

前第１四半期
(平成20年３月期
   第１四半期)

金額(千円)

Ⅰ 売上高 15,233,681

Ⅱ 売上原価 13,738,274

　 売上総利益 1,495,407

Ⅲ 販売費及び一般管理費 660,032

　１ 運送費 43,708

　２ 給与手当 209,725

　３ 賞与引当金繰入額 41,361

　４ 退職給付引当金繰入額 6,482

　５ 減価償却費 16,982

　６ 賃借料 19,658

　７ 租税公課 23,873

　８ 試験研究費 19,287

　９ その他 278,952

　 営業利益 835,375

Ⅳ 営業外収益 81,536

　１ 受取利息 341

　２ 受取配当金 3,925

　３ 賃貸料 6,948

　４ その他 70,320

Ⅴ 営業外費用 99,419

　１ 支払利息 48,490

　２ 為替差損 43,181

　３ その他 7,747

　 経常利益 817,491

Ⅵ 特別損失 164,820

　１ 固定資産除却損 250

　２ 役員退職慰労金 164,570

　 税金等調整前四半期純利益 652,671

　 法人税、住民税及び事業税 278,551

　 法人税等調整額 △ 404

　 少数株主利益 30,212

　 四半期純利益 344,312
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(2)（要約）前四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第１四半期
(平成20年３月期
   第１四半期)

区分 金額(千円)

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 652,671

　２ 減価償却費 452,979

　３ 退職給付引当金の増減額（△は減少） △ 31,250

　４ 受取利息及び受取配当金 △ 4,267

　５ 支払利息 48,490

　６ 為替差損益（△は差益） 43,181

　７ 有形固定資産除売却損 250

　８ 売上債権の増減額（△は増加） △ 445,207

　９ たな卸資産の増減額（△は増加） △ 64,815

　10 仕入債務の増減額（△は減少） 402,073

　11 未払消費税等の増減額（△は減少） △ 81,479

　12 その他 △ 310

小計 972,315

　13 利息及び配当金の受取額 4,267

　14 利息の支払額 △ 39,145

　15 法人税等の支払額 △ 714,401

　 営業活動によるキャッシュ・フロー 223,035

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

　１ 有形固定資産の取得による支出 △ 358,073

　２ 有形固定資産の売却による収入 85,885

　 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 272,188

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（△は減少） △ 1,200,000

　２ 長期借入金の返済による支出 △ 74,771

　３ 株式発行による収入 2,434,780

　４ 自己株式の取得による支出 △ 1,432

　５ 親会社による配当金の支払額 △ 66,770

　６ 少数株主への配当金の支払額 △ 10,544

　 財務活動によるキャッシュ・フロー 1,081,261

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 35,371

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,067,479

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,429,538

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 2,497,017
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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】

前四半期(平成20年３月期第１四半期)

エンジン部品
事業(千円)

自動車用部品
事業(千円)

その他事業
(千円)

計
(千円)

消去又は
全社(千円)

連結
(千円)

売上高

　(1) 外部顧客に対する
　 売上高

8,474,415 6,671,395 87,871 15,233,681 ― 15,233,681

　(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

― 240 201,969 202,209 (202,209) ―

計 8,474,415 6,671,635 289,840 15,435,891 (202,209) 15,233,681

営業費用 8,209,385 6,168,193 228,672 14,606,251 (207,945) 14,398,306

営業利益 265,029 503,442 61,168 829,640 5,735 835,375

(注) １ 事業の業種等の類似性を考慮して区分しております。

２ 各区分の主な製品

(1) エンジン部品事業 …… 産業用エンジン製造

(2) 自動車用部品事業 …… 駆動・伝動装置部品製造等

(3) その他事業 …………… 福利厚生施設の管理等

【所在地別セグメント情報】

前四半期(平成20年３月期第１四半期)

日本
(千円)

アジア
(千円)

計
(千円)

消去又は
全社(千円)

連結
(千円)

売上高

　(1) 外部顧客に対する
　 売上高

13,277,609 1,956,072 15,233,681 ― 15,233,681

　(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

154,816 185,055 339,872 (339,872) ―

計 13,432,425 2,141,128 15,573,553 (339,872) 15,233,681

営業費用 12,861,438 1,875,392 14,736,830 (338,524) 14,398,306

営業利益 570,987 265,736 836,723 (1,348) 835,375

(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 本国以外の区分に属する国

　アジア …… タイ、インドネシア

【海外売上高】

前四半期(平成20年３月期第１四半期)

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 1,956,072 54,113 2,010,185

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 15,233,681

Ⅲ 連結売上高に占める
　 海外売上高の割合(％)

12.8 0.4 13.2

(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) アジア …………… タイ、インドネシア

(2) その他の地域 …… アメリカ

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。
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