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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 66,316 ― 6,600 ― 7,012 ― 3,872 ―

20年3月期第2四半期 66,829 11.4 7,740 13.7 8,109 12.2 1,058 △73.0

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 73.56 ―

20年3月期第2四半期 20.10 ―

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 112,446 84,285 68.5 1,462.98
20年3月期 112,930 84,285 66.8 1,433.93

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  77,011百万円 20年3月期  75,482百万円

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 ― 13.00 ― 13.00 26.00
21年3月期 ― 16.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 16.00 32.00

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  有  
 

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 134,000 0.2 11,600 △20.5 12,500 △18.2 7,300 49.7 138.68

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、４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、４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） 

※ 業績予想の適切な理由に関する説明、その他特記事項 
１．平成20年４月24日に公表いたしました連結及び個別の通期業績予想について本資料において修正しております。 
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。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、及び上記１に係る業績予
想の具体的修正内容は、４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。 
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。  

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  52,644,030株 20年3月期  52,644,030株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  4,166株 20年3月期  3,774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  52,640,119株 20年3月期第2四半期  52,640,405株
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5.平成21年3月期の個別業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日）

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 57,000 △ 0.5 1,900 △ 43.1 7,200 △ 11.2 5,900 107.5 112.08

（注）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無　　有

売上高

（％表示は対前期増減率）

当期純利益経常利益営業利益



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の業績は、売上高は66,316百万円（前年同期比0.8％減）、営業利益は6,600百万円

（前年同期比14.7％減）、経常利益は7,012百万円（前年同期比13.5％減）となりました。四半期純利益につきまし

ては、移転価格税制に基づく過年度法人税等の税金費用の減少により、3,872百万円（前年同期比266.0％増）とな

りました。 

事業部門別の業績は次のとおりであります。 

 （二輪車用クラッチ部門） 

 欧米向け大型二輪車用クラッチ販売は減少いたしましたが、主にインドネシア、ベトナム及びブラジルにおけ

る二輪車需要の拡大により、二輪車用クラッチ部門の売上高は35,532百万円（前年同期比3.2％増）、営業利益は

5,523百万円（前年同期比2.7％増）となりました。 

 （四輪車用クラッチ部門） 

 平成20年１月よりオートマチック車用クラッチの量産を開始した中国の子会社の売上面での寄与もありました

が、主に米国における四輪車需要の減少及び為替換算による影響等により、四輪車クラッチ部門の売上高は

26,082百万円（前年同期比3.3％減）、営業利益は889百万円（前年同期比54.9％減）となりました。 

 （その他の部門） 

 主に北米におけるＡＴＶ（バギー車）の需要減少に加え為替換算による影響等もあり、その他の部門の売上高

は4,700百万円（前年同期比13.0％減）、営業利益は187百万円（前年同期比51.8％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。 

 （日本） 

 中国の子会社が四輪オートマチック車用クラッチの量産を開始したことに伴う、中国向け四輪オートマチック

車用クラッチ販売の減少及び輸出用の大型二輪車用クラッチ・ＡＴＶ用クラッチ販売の減少等により、売上高は

19,730百万円（前年同期比12.0％減）、営業利益は931百万円（前年同期比38.4％減）となりました。 

 （北米） 

 ガソリン価格の高騰による小型車への需要シフト、ＡＴＶの需要減少及び為替換算による影響等により、売上

高は13,495百万円（前年同期比13.5％減）、営業利益は664百万円（前年同期比58.4％減）となりました。 

 （アジア） 

 主にインドネシア、ベトナムにおける二輪車用クラッチ販売の増加及び四輪オートマチック車用クラッチの量

産を開始した中国の子会社の寄与もあり、売上高は28,395百万円（前年同期比14.5％増）となりました。営業利

益につきましては、為替影響等もあり3,853百万円（前年同期比2.4％増）となりました。 

 （その他の地域） 

 主にブラジルにおける二輪車用クラッチ販売の増加により、その他の地域の売上高は4,694百万円（前年同期比

16.8％増）、営業利益は844百万円（前年同期比24.7％増）となりました。 

※  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。従いまして、当第２四半

期連結累計期間の連結損益計算書と前年同期の連結損益計算書とでは作成基準が異なるため、前年同期比較に

関する情報は参考として記載しております。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期末の総資産は112,446百万円となり、前連結会計年度末に比べ484百万円減少いたしました。流動資

産は54,611百万円となり、1,469百万円減少いたしました。これは主に現金及び預金が688百万円、たな卸資産が534

百万円それぞれ減少したことによるものであります。固定資産は57,835百万円となり、前連結会計年度末に比べ985

百万円増加いたしました。これは主に鈴鹿工場の新設移転に伴う建物及び構築物の増加等によるものであります。 

 当第２四半期末の負債合計は28,160百万円となり、前連結会計年度末に比べ483百万円減少いたしました。流動負

債は23,529百万円となり、804百万円減少いたしました。これは主に支払手形及び買掛金が994百万円増加したもの

の、未払法人税等が816百万円、短期借入金が505百万円それぞれ減少したことによるものであります。固定負債は

4,630百万円となり、320百万円増加いたしました。 

 当第２四半期末の純資産は84,285百万円となり、前連結会計年度末と比べほぼ増減はありませんでした。これは

主に為替換算調整勘定が1,782百万円、少数株主持分が1,528百万円それぞれ減少したものの、利益剰余金が3,178百

万円増加したことによるものであります。 
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〔キャッシュ・フローの状況〕 

 当第２四半期末の現金及び現金同等物の残高は20,023百万円となり、前連結会計年度末に比べ96百万円増加いた

しました。 

（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8,127百万円となりました。 

 主なプラス要因は、税金等調整前四半期純利益7,197百万円、減価償却費3,936百万円等であり、主なマイナス要

因は、法人税等の支払額3,116百万円、売上債権の増加額1,147百万円等によるものであります。 

（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4,345百万円となりました。 

 主な要因は、有形固定資産の取得による支出5,180百万円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果、使用した資金は2,167百万円となりました。 

 主な要因は、配当金の支払額1,667百万円（内、少数株主への配当金の支払額985百万円を含む。）等によるもの

であります。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 通期の業績予想につきましては、米国発の世界的な金融・信用不安の拡大が実体経済に与える影響が懸念される

なか、厳しい経営環境が続くものと想定されます。当社グループにおいては、特に、原材料価格の高止まりによる

製造原価の上昇、為替影響及び米国における四輪車需要の減少が見込まれること等により通期の連結業績予想を修

正しております。 

 なお、平成20年４月24日付の決算短信で発表いたしました通期の連結業績予想との差異は以下のとおりです。 

 ※ 通期の為替レートにつきましては、第２四半期連結累計期間実績１米ドル106円11銭に対し、第３・第４四半

期連結会計期間１米ドル100円、通期１米ドル103円06銭を見込んでおります。 

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） 

 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 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。 

 ② 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しましては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差

異等の発生状況に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度決算において使用した将来の業績

予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用） 

 税金費用については、当第２四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、税金等調整前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算して

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。 

（連結業績予想）  

  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 

前回発表予想（A） 136,000 13,300 14,000 8,200 155.77 

今回修正予想（B）  134,000 11,600 12,500 7,300 138.68 

増減額（A-B）  △2,000 △1,700 △1,500 △900 △17.09 

増減率（％） △1.5 △12.8 △10.7 △11.0 △11.0 

前期実績 133,747 14,594 15,289 4,876 92.63 
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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 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、総平均法及び先入先出法による原価法によっ

ておりましたが、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、総平均法及び先入先出法による原価法（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、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞ

れ135百万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 

 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。 

 なお、従来の方法によった場合と比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益、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。 

（追加情報） 

 当社及び国内連結子会社は、従来、機械装置の耐用年数を２年～10年としておりましたが、法人税法の改

正を契機として見直しを行った結果、第１四半期連結会計期間より２年～９年に変更しております。 

 これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞ

れ73百万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 21,163 21,852

受取手形及び売掛金 18,018 17,542

製品 1,961 2,101

原材料 6,254 6,801

仕掛品 2,529 2,406

貯蔵品 1,628 1,599

その他 3,091 3,811

貸倒引当金 △36 △34

流動資産合計 54,611 56,080

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 23,203 19,554

減価償却累計額 △9,040 △8,797

建物及び構築物（純額） 14,162 10,757

機械装置及び運搬具 59,839 58,795

減価償却累計額 △39,005 △37,476

機械装置及び運搬具（純額） 20,833 21,318

工具、器具及び備品 11,134 10,505

減価償却累計額 △8,802 △8,232

工具、器具及び備品（純額） 2,331 2,273

土地 7,433 7,609

建設仮勘定 2,873 4,928

有形固定資産合計 47,635 46,886

無形固定資産   

のれん 163 204

その他 725 767

無形固定資産合計 888 971

投資その他の資産   

投資有価証券 6,555 6,237

その他 2,806 2,801

貸倒引当金 △50 △47

投資その他の資産合計 9,311 8,991

固定資産合計 57,835 56,849

資産合計 112,446 112,930
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（単位：百万円）

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 10,116 9,122

ファクタリング債務 4,100 3,804

短期借入金 1,155 1,661

未払法人税等 3,371 4,188

賞与引当金 1,375 1,376

その他 3,410 4,181

流動負債合計 23,529 24,334

固定負債   

長期借入金 680 748

退職給付引当金 1,204 1,179

役員退職慰労引当金 407 386

その他 2,338 1,996

固定負債合計 4,630 4,310

負債合計 28,160 28,644

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,175 4,175

資本剰余金 4,566 4,566

利益剰余金 66,542 63,364

自己株式 △7 △7

株主資本合計 75,276 72,099

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,811 2,678

為替換算調整勘定 △1,076 705

評価・換算差額等合計 1,734 3,383

少数株主持分 7,274 8,803

純資産合計 84,285 84,285

負債純資産合計 112,446 112,930
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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：百万円）

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 66,316

売上原価 53,818

売上総利益 12,497

販売費及び一般管理費  

荷造及び発送費 855

給料及び手当 1,233

賞与引当金繰入額 227

退職給付費用 119

役員退職慰労引当金繰入額 43

減価償却費 118

研究開発費 1,729

その他 1,569

販売費及び一般管理費合計 5,896

営業利益 6,600

営業外収益  

受取利息 258

受取配当金 87

持分法による投資利益 71

その他 179

営業外収益合計 597

営業外費用  

支払利息 76

為替差損 80

その他 29

営業外費用合計 185

経常利益 7,012

特別利益  

前期損益修正益 40

固定資産売却益 233

その他 0

特別利益合計 275

特別損失  

固定資産除売却損 88

その他 2

特別損失合計 90

税金等調整前四半期純利益 7,197

法人税等 2,575

少数株主利益 749

四半期純利益 3,872
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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）

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 7,197

減価償却費 3,936

のれん償却額 40

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1

賞与引当金の増減額（△は減少） 0

退職給付引当金の増減額（△は減少） △16

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 21

受取利息及び受取配当金 △345

支払利息 76

為替差損益（△は益） 50

持分法による投資損益（△は益） △71

前期損益修正損益（△は益） △40

固定資産除売却損益（△は益） △145

売上債権の増減額（△は増加） △1,147

たな卸資産の増減額（△は増加） 125

その他の資産の増減額（△は増加） 446

仕入債務の増減額（△は減少） 1,208

ファクタリング債務の増減額（△は減少） △5

その他の負債の増減額（△は減少） △329

未払消費税等の増減額（△は減少） △28

小計 10,974

利息及び配当金の受取額 186

利息の支払額 △76

その他 158

法人税等の支払額 △3,116

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,127

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 △625

定期預金の払戻による収入 1,254

有形固定資産の取得による支出 △5,180

有形固定資産の売却による収入 281

無形固定資産の取得による支出 △33

投資有価証券の取得による支出 △23

投資その他の資産の増減額（△は増加） △31

貸付けによる支出 △102

貸付金の回収による収入 124

その他 △9

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,345
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（単位：百万円）

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） △466

長期借入金の返済による支出 △32

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △682

少数株主への配当金の支払額 △985

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,167

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,517

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 96

現金及び現金同等物の期首残高 19,927

現金及び現金同等物の四半期末残高 20,023
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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） 

 当社グループは、二輪車・四輪車及び汎用機用クラッチの製造販売を主な事業としております。セグメント売

上高及び営業利益の金額は、全セグメント売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占める割合がいずれも

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。 

〔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） 

 （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．日本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…………………米国 

(2) アジア………………タイ、インドネシア、インド、中国、台湾、ベトナム、フィリピン 

(3) その他の地域………ブラジル、英国 

    ３．会計処理の方法の変更 

 （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、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当第２四半期連結累計期間の営業利益

が日本で135百万円減少しております。 

４．追加情報 

 追加情報に記載のとおり、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見直しを行った結

果、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、当第２四半期連結累計期間の営業利益が日本で73百万円減少しております。 

 
日本 

(百万円) 
北米 

(百万円) 
アジア 
(百万円) 

その他の
地域 
(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 
19,730 13,495 28,395 4,694 66,316 － 66,316 

(2) セグメント間の内部

売上高 
7,985 637 1,171 492 10,287 (10,287) － 

計 27,715 14,133 29,566 5,187 76,603 (10,287) 66,316 

営業費用 26,784 13,469 25,713 4,342 70,309 (10,593) 59,715 

営業利益 931 664 3,853 844 6,294 306 6,600 
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〔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） 

 （注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。 

    ２．各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…………………米国 

(2) アジア………………タイ、インドネシア、インド、中国、台湾、ベトナム、フィリピン 

(3) その他の地域………ブラジル、英国、イタリア 

    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。 

  北米 アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 15,433 28,421 5,102 48,956 

Ⅱ 連結売上高（百万円）       66,316 

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に

占める割合（％） 
23.3 42.8 7.7 73.8 
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

（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（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   66,829 100.0 

Ⅱ 売上原価   53,174 79.6 

 売上総利益   13,655 20.4 

Ⅲ 販売費及び一般管理費       

１．荷造発送費 755     

２．給料手当 1,215     

３．賞与引当金繰入額 296     

４．役員賞与引当金繰入額 38     

５．退職給付費用 113     

６．役員退職慰労引当金繰入額 59     

７．減価償却費 134     

８．研究開発費 1,645     

９．その他 1,656 5,915 8.8 

 営業利益   7,740 11.6 

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息 412     

２．受取配当金 80     

３．持分法による投資利益 55     

４．賃貸収入 15     

５．その他 108 671 1.0 

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息 39     

２．賃貸費用 3     

３．為替差損 226     

４．その他 32 302 0.5 

 経常利益   8,109 12.1 

Ⅵ 特別利益       

１．前期損益修正益 50     

２．固定資産売却益 18     

３．その他 0 69 0.1 

Ⅶ 特別損失       

１．前期損益修正損 22     

２．固定資産除売却損 58 81 0.1 

税金等調整前中間純利益   8,097 12.1 

法人税、住民税及び事業税 2,870     

過年度法人税等 3,389     

法人税等調整額 △124 6,135 9.2 

少数株主利益   903 1.3 

中間純利益   1,058 1.6 
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（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（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー：  

 税金等調整前中間純利益 8,097 

 減価償却費 3,831 

 のれん償却額 40 

 貸倒引当金の増減額（減少：△） △0 

 賞与引当金の増減額（減少：△） 9 

 役員賞与引当金の増減額（減少：△） △36 

 退職給付引当金の増減額（減少：△） △90 

 役員退職慰労引当金の増減額（減少：△） 59 

 受取利息及び受取配当金 △492 

 支払利息 39 

 為替差損益（利益：△） 79 

 持分法による投資損益（利益：△） △55 

 前期損益修正損益（利益：△） △28 

 有形固定資産売却益 △18 

 有形固定資産除売却損 58 

 売上債権の増減額（増加：△） 1,197 

 たな卸資産の増減額（増加：△） 505 

 その他資産の増減額（増加：△） △343 

 仕入債務の増減額（減少：△） △768 

 ファクタリング債務の増減額（減少：△） 55 

 その他負債の増減額（減少：△） △640 

 未払消費税等の増減額（減少：△） 97 

小計 11,597 

 利息及び配当金の受取額 382 

 利息の支払額 △39 

 その他 30 

 法人税等の支払額 △3,786 

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,184 

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 △853 

 定期預金の払戻による収入 1,372 

 有形固定資産の取得による支出 △7,161 

 有形固定資産の売却による収入 118 

 無形固定資産の取得による支出 △15 

 投資有価証券の取得による支出 △21 

 その他の投資の取得による支出 △86 

 その他の投資の売却による収入 9 

 貸付金の貸付による支出 △3,638 

 貸付金の回収による収入 3,610 

 その他 △5 

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,672 

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：△） △250 

 長期借入金の返済による支出 △29 

 自己株式の取得による支出 △0 

 配当金の支払額 △684 

 少数株主への配当金の支払額 △1,155 

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,118 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 1,191 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△） 584 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 20,961 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 21,545 
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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） 

 当社グループは、二輪車・四輪車及び汎用機用クラッチの製造販売を主な事業としております。セグメント売

上高及び営業利益の金額は、全セグメント売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占める割合がいずれも

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。 

〔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） 

 （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．日本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…………………米国 

(2) アジア………………タイ、インドネシア、インド、中国、台湾、ベトナム、フィリピン 

(3) その他の地域………ブラジル、英国 

〔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） 

 （注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。 

    ２．各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…………………米国 

(2) アジア………………タイ、インドネシア、インド、中国、台湾、ベトナム、フィリピン 

(3) その他の地域………ブラジル、英国、イタリア 

    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。 

 
日本 

(百万円) 
北米 

(百万円) 
アジア 
(百万円) 

その他の
地域 
(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 
22,412 15,607 24,789 4,020 66,829 － 66,829 

(2) セグメント間の内部

売上高 
6,767 1,069 2,071 439 10,348 (10,348) － 

計 29,179 16,677 26,861 4,459 77,177 (10,348) 66,829 

営業費用 27,667 15,079 23,098 3,782 69,627 (10,538) 59,089 

営業利益 1,512 1,597 3,763 677 7,550 190 7,740 

  北米 アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 17,622 24,841 4,516 46,980 

Ⅱ 連結売上高（百万円）       66,829 

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に

占める割合（％） 
26.4 37.2 6.7 70.3 
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