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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 21,531 ― 46 ― 111 ― △45 ―

20年3月期第2四半期 23,129 △3.7 1,374 1.4 1,414 0.6 617 △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2四半期 △4.62 ―

20年3月期第2四半期 63.22 ―

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2四半期 45,888 22,102 41.5 1,952.11
20年3月期 46,273 22,572 42.1 1,994.74

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  19,054百万円 20年3月期  19,470百万円

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 ― 8.00 ― 8.00 16.00
21年3月期 ― 8.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 8.00 16.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 43,860 △3.1 380 △81.3 470 △78.0 370 △63.0 37.91

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、３ページ【定性的情報・財務情報等】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、３ページ【定性的情報・財務情報等】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、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に与える不確実な要因に係る本資料
発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。なお、上記業績予想に関する事項
は、３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2四半期  9,763,600株 20年3月期  9,763,600株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  2,574株 20年3月期  2,574株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  9,761,026株 20年3月期第2四半期  9,761,100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

　当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国発の世界的な金融不安やエネルギー・原材料価格の高

騰等による物価上昇を受け、輸出・個人消費等の減少や企業の生産活動の冷え込みによる企業収益の悪化など、

景気の減速感がますます強まるなか推移いたしました。

　主要取引先であります自動車業界では、アジア市場の拡大はありますものの、国内及び北米ともにガソリン高

や景気の後退により新車販売は引き続き前年割れの状態が続いており、また、低燃費車の増加や大型車販売の急

速な落ち込みによる需要構造変化への対応を余儀なくされております。

　このような状況にあって当社グループは、日本では主力製品４輪エンジン部品ロッカーアームの新規立上げ機

種の量産安定化に向けた活動を展開し、米国では新機種ロッカーアームを立上げ、タイ国においては４輪部品事

業拡大に向けた諸施策を展開するとともに、日・米・タイ３極において積極的な原価低減活動や品質改善活動を

強力に推進してまいりました。

　当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高につきましては、ロッカーアーム新規立上げ機種における増加は

ありましたものの、ロッカーアームの既存機種の減少や円高に伴う為替換算の減収影響により、21,531百万円（前

年同期比6.9％減）となり、損益につきましては、減収影響や新規立上げに伴う減価償却費等のイニシャルコスト

の増加、新たな会計基準（棚卸資産の評価に関する会計基準）の適用や法人税法改正に伴う耐用年数の変更によ

り、営業利益は46百万円（前年同期比96.6％減）、経常利益は111百万円（前年同期比92.1％減）となり、四半期

純損益は少数株主利益の控除により45百万円の四半期純損失（前年同期は617百万円の中間純利益）となりました。

　事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

①自動車部品製造事業

　自動車部品製造事業では、売上高につきましては、ロッカーアーム新規立上げ機種における増加はありました

ものの、ロッカーアームの既存機種の減少や円高に伴う為替換算の減収影響により、19,691百万円（前年同期比

7.3％減）となり、営業利益につきましては、減収影響や新規立上げに伴う減価償却費等のイニシャルコストの増

加、会計基準の変更や法人税法改正に伴う影響により７百万円（前年同期比99.4％減）となりました。

②自動車販売事業

　自動車販売事業では、新車販売台数では既存車種の減少はありましたが、小型車の新型車効果により970台（前

年同期比3.3％増）となりました。売上高につきましては、大型車販売減少の影響により1,840百万円（前年同期

比2.9％減）となり、営業利益は32百万円（前年同期比14.2％減）となりました。

　所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。

①日本

　日本では、売上高につきましては、主力製品ロッカーアームの減少や自動車販売事業の減収はありましたもの

の２輪・汎用部品の売上増加により、14,575百万円（前年同期比0.9％増）となりました。損益につきましては、

新規立上げに伴う減価償却費等のイニシャルコストの増加、会計基準の変更や法人税法改正に伴う影響により528

百万円の営業損失（前年同期は438百万円の営業利益）となりました。

②米国

　米国では、売上高につきましては、モデルチェンジに伴う既存ロッカーアームの生産終了や為替換算による減

収影響により4,557百万円（前年同期比27.4％減）となり、営業利益は97百万円（前年同期比79.0％減）となりま

した。

③タイ国

　タイ国では、売上高につきましては、好調な２輪部品や新規事業のアルミロッカーアームの増加はありました

ものの、為替換算による減収影響により2,399百万円（前年同期比0.3％減）となりました。営業利益につきまし

ては、為替換算影響がありましたものの原価低減活動の推進及び経費節減により309百万円（前年同期比1.1％増）

となりました。

　「連結経営成績に関する定性的情報」における前年同四半期増減率及び前年同四半期の金額につきましては、

参考として記載しております。
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２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第２四半期末における総資産は、現金及び預金等の流動資産の減少により、前連結会計年度末に比べ384百万

円減少し、45,888百万円となりました。

　また、負債につきましては、支払手形及び買掛金の減少はありましたものの、米国における大型投資に伴う長

期借入金の増加により、前連結会計年度末に比べ85百万円増加し23,786百万円となりました。

　純資産は、為替変動に伴う為替換算調整勘定や利益剰余金の減少により、前連結会計年度末に比べ469百万円減

少し22,102百万円となりました。

　当第２四半期連結会計期間における各キャッシュ・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）

　営業活動の結果使用した資金は775百万円となりました。主な内訳は、税金等調整前四半期純利益83百万円及び

減価償却費2,159百万円の資金増、売上債権の増加883百万円、仕入債務の減少2,445百万円であります。

（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3,156百万円となりました。主な内訳は、有形固定資産取得による支出3,653百

万円であります。

（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3,150百万円となりました。主な内訳は、短期借入金の純増額518百万円、長期

借入れによる収入2,899百万円であります

３．連結業績予想に関する定性的情報

　平成21年３月期通期連結業績予想につきましては、売上高は、第３四半期以降、米国における自動車販売の低

迷に起因する米国子会社における新機種ロッカーアームの減収（360百万円減）が予想されますが、インドネシア

等のアセアン地域における２輪車販売の増加に伴うタイ国子会社における海外向け２輪部品の増加（400百万円

増）が見込まれ、通期では前回予想とほぼ同等で推移する見込みであります。

　損益面では、２輪部品の好調は引き続き見込めますものの、米国での減収影響及び米国自動車販売の先行き不

透明感もあり、通期では前回予想とほぼ同等で推移すると見込んでおります。

　また、平成21年３月期通期個別業績予想につきましても、売上高はほぼ計画通りであり、前回予想と同等で推

移すると予想され、損益面では、要員の再配置及び非正規社員の再契約の停止による労務費等の縮減並びに諸経

費の節減等により120百万円の経費減を見込んでおり、前回予想とほぼ同等で推移すると見込んでおります。

　以上のことから、連結個別ともに通期の業績予想につきましては変更いたしません。

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

　法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

　四半期会計期間に係る法人税等については、四半期会計期間を含む年度の税金等調整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もり、税金等調整前四半期純利益（累計期間）に当該見積実効税

率を乗じて計算する方法によっております。

　なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 

（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　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　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、売上総利益は156百万円減少し、

営業利益は156百万円減少し、経常利益は156百万円減少し、税金等調整前四半期純利益が168百万円減少してお

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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 2,409,228 3,263,572

受取手形及び売掛金 5,907,876 5,103,192

有価証券 71,701 71,661

商品 224,979 261,777

製品 1,180,391 1,143,261

原材料 1,004,891 1,331,663

仕掛品 1,342,726 1,444,511

貯蔵品 1,109,565 956,081

その他 1,530,551 1,467,771

貸倒引当金 △3,964 △3,199

流動資産合計 14,777,947 15,040,293

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,105,375 5,278,571

機械装置及び運搬具（純額） 17,480,525 12,726,966

土地 2,593,114 2,503,375

建設仮勘定 1,546,138 7,249,754

その他（純額） 340,725 371,373

有形固定資産合計 28,065,879 28,130,040

無形固定資産   

その他 104,721 94,015

無形固定資産合計 104,721 94,015

投資その他の資産   

投資有価証券 2,402,766 2,424,381

その他 566,859 613,863

貸倒引当金 △29,536 △29,536

投資その他の資産合計 2,940,089 3,008,708

固定資産合計 31,110,689 31,232,764

資産合計 45,888,637 46,273,058
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 3,046,690 6,501,885

短期借入金 6,593,041 6,113,528

未払法人税等 76,391 291,910

引当金 23,700 47,400

その他 6,433,854 6,273,550

流動負債合計 16,173,677 19,228,275

固定負債   

長期借入金 5,041,744 2,094,152

退職給付引当金 1,572,075 1,345,975

その他の引当金 214,600 208,460

その他 784,112 824,065

固定負債合計 7,612,531 4,472,652

負債合計 23,786,209 23,700,927

純資産の部   

株主資本   

資本金 500,190 500,190

資本剰余金 324,233 324,233

利益剰余金 17,406,969 17,530,107

自己株式 △2,478 △2,478

株主資本合計 18,228,914 18,352,053

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 788,348 816,063

為替換算調整勘定 37,346 302,593

評価・換算差額等合計 825,694 1,118,656

少数株主持分 3,047,818 3,101,420

純資産合計 22,102,427 22,572,130

負債純資産合計 45,888,637 46,273,058
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 21,531,733

売上原価 19,419,058

売上総利益 2,112,675

販売費及び一般管理費 2,065,809

営業利益 46,865

営業外収益  

受取利息 6,613

受取配当金 29,998

スクラップ収入 117,406

その他 26,696

営業外収益合計 180,715

営業外費用  

支払利息 108,717

その他 7,122

営業外費用合計 115,840

経常利益 111,740

特別利益  

固定資産売却益 1,320

特別利益合計 1,320

特別損失  

固定資産除却損 15,515

たな卸資産評価損 11,592

投資有価証券評価損 1,682

役員退職慰労金 500

特別損失合計 29,290

税金等調整前四半期純利益 83,770

法人税等 △12,289

少数株主利益 141,110

四半期純損失（△） △45,050
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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 83,770

減価償却費 2,159,763

貸倒引当金の増減額（△は減少） 764

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △23,700

退職給付引当金の増減額（△は減少） 226,099

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,140

受取利息及び受取配当金 △36,612

支払利息 108,717

有形固定資産売却益 △1,320

有形固定資産除却損 15,515

投資有価証券評価損益（△は益） 1,682

役員退職慰労金 500

その他営業外収益 △144,102

その他営業外費用 7,122

売上債権の増減額（△は増加） △883,567

たな卸資産の増減額（△は増加） 181,120

仕入債務の増減額（△は減少） △2,445,957

その他の流動資産の増減額（△は増加） △2,483

その他の流動負債の増減額（△は減少） △183,683

たな卸資産評価損 11,592

その他 459,848

小計 △458,789

利息及び配当金の受取額 37,274

利息の支払額 △111,674

その他営業外収益受取額 131,091

その他営業外費用支払額 △6,016

役員退職慰労金の支払額 △500

法人税等の支払額 △367,376

営業活動によるキャッシュ・フロー △775,991

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の取得による支出 △11,359

有価証券の売却による収入 11,368

有形固定資産の取得による支出 △3,653,664

有形固定資産の売却による収入 418,944

補償金による収入 14,223

投資有価証券・関係会社株式の取得による支出 △26,461

定期預金の預入による支出 △31,200

定期預金の払戻による収入 70,000

無形固定資産・その他投資取得による支出 △8,427

その他投資売却による収入 60,090

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,156,486

-4-



（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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） 518,037

長期借入れによる収入 2,899,960

長期借入金の返済による支出 △135,472

キャピタルリース負債返済による支出 △28,258

配当金の支払額 △77,918

少数株主への配当金の支払額 △25,596

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,150,751

現金及び現金同等物に係る換算差額 △34,124

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △815,850

現金及び現金同等物の期首残高 3,110,850

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,295,000
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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

　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２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

自動車部品製
造事業
（千円）

自動車販売事
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 19,691,377 1,840,356 21,531,733 － 21,531,733

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ 6,798 6,798 (6,798) －

計 19,691,377 1,847,155 21,538,532 (6,798) 21,531,733

営業利益 7,445 32,553 39,998 6,867 46,865

　（注）１．事業区分は、製品及び販売市場等の類似性に基づいております。

２．各区分の主要な製品

(1）自動車部品製造事業…自動車４輪及び２輪のエンジン部品、ミッション部品、シャーシ部品

(2）自動車販売事業………自動車４輪新車及び中古車

３．営業費用は全て、各セグメントに賦課しており、配賦不能営業費用はありません。

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）

　当社及び国内連結子会社は、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、当第２四半期連結累計期間の営業利益は、「自動車部品製造事業」で156,463千円減少しております。

５．追加情報

（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は、法人税法の改正に伴い、従来、機械及び装置の耐用年数を４～10年としてお

りましたが、第１四半期連結会計期間より４～９年に変更しました。この変更に伴い従来の方法によった場

合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益は、「自動車部品製造事業」で90,711千円減少しており

ます。
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〔所在地別セグメント情報〕

当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

日本
（千円）

米国
（千円）

タイ国
（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 14,575,216 4,557,450 2,399,066 21,531,733 － 21,531,733

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － 133 133 (133) －

計 14,575,216 4,557,450 2,399,199 21,531,867 (133) 21,531,733

営業利益又は営業損失 △528,335 97,868 309,511 △120,955 167,821 46,865

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

　　　　２．営業費用は全て、各セグメントに賦課しており、配賦不能営業費用はありません。

３．会計処理方法の変更

（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　当社及び国内連結子会社は、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、当第２四半期連結累計期間の営業損失は、「日本」で156,463千円増加しております。

４．追加情報

（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は、法人税法の改正に伴い、従来、機械及び装置の耐用年数を４～10年としてお

りましたが、第１四半期連結会計期間より４～９年に変更しました。この変更に伴い従来の方法によった場

合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業損失は、「日本」で90,711千円増加しております。

〔海外売上高〕

当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

米国 タイ国 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 4,557,450 2,399,066 6,956,516

Ⅱ　連結売上高（千円） － － 21,531,733

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高

の割合（％）
21.2 11.1 32.3

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

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。

 

（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」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 23,129,331 100.0

Ⅱ　売上原価 19,611,194 84.8

売上総利益 3,518,136 15.2

Ⅲ　販売費及び一般管理費 2,143,770 9.3

営業利益 1,374,366 5.9

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 11,193

２．受取配当金 26,749

３．スクラップ収入 85,222

４．その他 23,833 146,998 0.6

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 90,064

２．その他 17,019 107,083 0.4

経常利益 1,414,281 6.1

Ⅵ　特別利益

１．固定資産売却益 1,057 1,057 0.0

Ⅶ　特別損失

１．固定資産売却損 5,899

２．固定資産除却損 20,102 26,002 0.1

税金等調整前中間純利益 1,389,336 6.0

法人税、住民税及び事業税 481,369

法人税等調整額 88,117 569,486 2.5

少数株主利益 202,709 0.8

中間純利益 617,140 2.7

－ 3 －



（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

　税金等調整前中間純利益 1,389,336

　減価償却費 1,521,829

　貸倒引当金の（減）額 2,763

　賞与引当金の増（減）額 △698,100

　役員賞与引当金の増（減）額 △22,600

　退職給付引当金の増（減）額 114,342

　役員退職給与引当金の増（減）額 10,050

　受取利息及び受取配当金 △37,942

　支払利息 90,064

　有形固定資産売却益 △1,057

　有形固定資産売却損 5,899

　有形固定資産除却損 20,102

　その他営業外収益 △109,055

　その他営業外費用 9,829

　売上債権増（減）額 636,733

　たな卸資産増（減）額 △860,086

　仕入債務増（減）額 △895,346

　その他流動資産増（減）額 105,837

　その他流動負債増（減）額 532,707

　その他 13,272

小計 1,828,578

　利息及び配当金の受取額　 37,995

　利息の支払額　 △97,304

　その他営業外収益受取額 105,862

　その他営業外費用支払額 △10,265

　法人税等支払額 △639,334

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,225,532

－ 4 －



前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

　定期預金の預入による支出 △71,200

　定期預金の払戻による収入 10,000

　有価証券の取得による支出 △11,319

　有価証券の売却による収入 11,322

　有形固定資産の取得による支出 △3,831,553

　有形固定資産の売却による収入 4,391

　投資有価証券・関係会社株式取得に
　よる支出

△34,533

　無形固定資産及びその他投資取得によ
　る支出

△15,209

　その他投資売却による収入 57,410

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,880,690

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

　短期借入による収入 1,926,380

　短期借入金の返済による支出 △272,300

　長期借入金の返済による支出 △152,112

　キャピタルリース負債返済による支出 △34,677

　配当金の支払による支出 △68,268

　少数株主への配当金の支払による支出 △29,727

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,369,296

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 52,409

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額（減少）額 △1,233,452

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 2,909,623

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 1,676,171
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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〕

前中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

自動車部品
製造事業
（千円）

自動車販売事業
（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
21,233,511 1,895,819 23,129,331 － 23,129,331

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高
－ 6,185 6,185 (6,185) －

計 21,233,511 1,902,005 23,135,516 (6,185) 23,129,331

営業費用 19,903,998 1,864,060 21,768,058 (13,093) 21,754,964

営業利益 1,329,513 37,944 1,367,458 6,908 1,374,366

〔所在地別セグメント情報〕

前中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

日本
（千円）

米国
（千円）

タイ国
（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
14,446,107 6,276,247 2,406,975 23,129,331 － 23,129,331

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高
－ － － － － －

計 14,446,107 6,276,247 2,406,975 23,129,331 － 23,129,331

営業費用 14,007,733 5,811,198 2,101,016 21,919,948 (164,983) 21,754,964

営業利益 438,373 465,049 305,959 1,209,382 164,983 1,374,366

〔海外売上高〕

前中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

 米国 タイ国 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 6,276,247 2,406,975 8,683,223

Ⅱ　連結売上高（千円） － － 23,129,331

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
27.1 10.4 37.5

－ 6 －
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