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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 82,030 ― 7,973 ― 8,097 ― 3,896 ―

20年3月期第2四半期 79,551 16.4 8,387 57.3 7,812 58.8 4,495 113.6

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 124.92 115.32
20年3月期第2四半期 144.11 133.04

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 123,003 64,731 44.8 1,767.18
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2四半期  55,127百万円 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 ― 20.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 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 151,000 △6.4 12,200 △26.0 12,100 △18.5 5,800 △32.4 185.90

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  無  

(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、その他の特記事項 
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)「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  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2四半期  4,724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2四半期  31,195,308株 20年3月期第2四半期  31,195,429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２四半期連結累計期間における連結売上高は 82,030百万円（前年同期比3.1％増）、連結営業利益は 7,973

百万円（同4.9％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23,918百万円（同3.1％増）となりましたが、減価償却費の増加

や、棚卸資産の評価方法の変更影響等により、営業利益は1,747百万円（同14.0％減）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16,685百

万円（同13.7％減）となり、336百万円の営業損失（前年同期は586百万円の営業利益）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6,222百万円（同6.1％増）となり

ましたが、減価償却費の増加や為替影響等により、営業利益は251百万円（前年同期比40.0％減）となりました。 

 アジア地域は、為替換算による大幅なマイナス影響があったものの、主要販売先への二輪車用製品の販売が増

加し、売上高は19,794百万円（同5.4％増）、営業利益は3,951百万円（同37.3％増）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15,409百万円（同24.5％増）、営業利益

は2,364百万円（同9.0％増）となりました。 

 連結経常利益は8,097百万円（同3.6％増）、連結四半期純利益は3,896百万円（同13.3％減）となりました。 

  

 ※ 前年同期増減率は、参考として記載しています。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（１）当第２四半期連結会計期間の連結財政状況  

 当第２四半期連結会計期間末の総資産合計は、123,003百万円となり前連結会計年度末に比べ3,966百万円減少い

たしました。流動資産は46,508百万円となり、3,485百万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76,494百万円となり、481百万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、58,272百万円となり、3,763百万円減少いたしました。流動負債は45,311百万円となり、4,226百万

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12,960百万円となり、

463百万円増加いたしました。 

 純資産合計は、64,731百万円となり、202百万円減少いたしました。これは主に利益剰余金が増加した一方で、

為替換算調整勘定、少数株主持分が減少したことによるものです。 

（２）当第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況  

 当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は15,183百万円となりました。投資活動の結果

使用した資金は8,919百万円となりました。財務活動の結果減少した資金は7,258百万円となりました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は7,829百万円となりました。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 通期の連結業績予想につきましては、アジア地域での二輪車販売の増加による売上増が見込まれるものの、欧米

地域での四輪車需要の大幅な落ち込みや、急激な為替変動の影響等を考慮し、平成20年4月25日に公表いたしまし

た業績予想を変更し、連結売上高151,000百万円(前期比6.4%減)、連結営業利益12,200百万円(前期比26.0%減)、連

結経常利益12,100百万円(前期比18.5%減)、連結当期純利益5,800百万円(前期比32.4%減)を見込んでおります。 

 なお、為替レートは、通期平均で、1米ドル=100円、1ユーロ=150円を前提としております。 

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 

 該当事項はありません。 



（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、従来、総平均法による原価

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266百万円減少しておりま

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 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、営業利益は34百万円増加し、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ40百万円

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 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日以後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、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、残存価額を零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、生産性の向上による稼働率の上昇及び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、第１四半期連結会計期間より、機械装置の耐用年数を従来の10～12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191百万円減少しておりま

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。 



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 6,800 9,569

受取手形及び売掛金 17,100 16,457

製品 3,752 4,330

原材料 5,210 5,402

仕掛品 3,951 4,615

貯蔵品 4,896 4,935

繰延税金資産 943 909

その他 3,893 3,788

貸倒引当金 △40 △14

流動資産合計 46,508 49,994

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 23,620 23,096

減価償却累計額 △10,900 △10,651

建物及び構築物（純額） 12,719 12,444

機械装置及び運搬具 140,326 142,904

減価償却累計額 △102,257 △101,800

機械装置及び運搬具（純額） 38,069 41,104

工具、器具及び備品 7,524 7,022

減価償却累計額 △5,302 △5,011

工具、器具及び備品（純額） 2,222 2,010

土地 4,043 4,428

建設仮勘定 5,433 4,557

有形固定資産合計 62,489 64,546

無形固定資産   

ソフトウエア 582 598

のれん 11 13

その他 16 23

無形固定資産合計 610 635

投資その他の資産   

投資有価証券 4,445 4,114

出資金 3,449 2,617

長期貸付金 24 19

繰延税金資産 2,721 3,177

その他 2,819 1,932

貸倒引当金 △67 △67

投資その他の資産合計 13,393 11,794

固定資産合計 76,494 76,975

資産合計 123,003 126,969



（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 12,086 11,696

短期借入金 15,317 21,462

未払金 5,094 5,859

未払費用 6,131 5,578

未払法人税等 2,719 2,300

繰延税金負債 233 242

賞与引当金 1,597 1,282

役員賞与引当金 23 34

製品補償引当金 202 196

その他 1,904 884

流動負債合計 45,311 49,537

固定負債   

社債 10,000 10,000

長期借入金 715 702

繰延税金負債 108 31

退職給付引当金 1,509 1,373

役員退職慰労引当金 191 202

その他 434 186

固定負債合計 12,960 12,497

負債合計 58,272 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 46,571 43,299

自己株式 △5 △5

株主資本合計 52,254 48,982

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,913 1,721

為替換算調整勘定 959 3,374

評価・換算差額等合計 2,872 5,095

少数株主持分 9,603 10,855

純資産合計 64,731 64,933

負債純資産合計 123,003 126,969



（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 82,030

売上原価 67,602

売上総利益 14,427

販売費及び一般管理費 6,454

営業利益 7,973

営業外収益  

受取利息 96

受取配当金 82

為替差益 239

受取賃貸料 11

その他 285

営業外収益合計 715

営業外費用  

支払利息 481

固定資産除却損 15

その他 94

営業外費用合計 591

経常利益 8,097

特別利益  

固定資産売却益 7

特別利益合計 7

特別損失  

固定資産売却損 38

固定資産除却損 39

減損損失 7

特別損失合計 85

税金等調整前四半期純利益 8,020

法人税、住民税及び事業税 3,093

法人税等調整額 △155

法人税等合計 2,938

少数株主利益 1,185

四半期純利益 3,896



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 41,494

売上原価 34,728

売上総利益 6,766

販売費及び一般管理費 3,224

営業利益 3,542

営業外収益  

受取利息 54

受取配当金 44

為替差益 360

受取賃貸料 5

その他 193

営業外収益合計 659

営業外費用  

支払利息 226

固定資産除却損 14

その他 44

営業外費用合計 286

経常利益 3,915

特別利益  

固定資産売却益 6

特別利益合計 6

特別損失  

固定資産売却損 15

固定資産除却損 19

減損損失 7

特別損失合計 42

税金等調整前四半期純利益 3,879

法人税、住民税及び事業税 1,476

法人税等調整額 286

法人税等合計 1,762

少数株主利益 595

四半期純利益 1,521



（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 8,020

減価償却費 7,717

減損損失 7

のれん償却額 2

貸倒引当金の増減額（△は減少） 28

賞与引当金の増減額（△は減少） 305

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △10

製品補償引当金の増減額（△は減少） △7

退職給付引当金の増減額（△は減少） 108

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △10

受取利息及び受取配当金 △178

支払利息 481

為替差損益（△は益） △50

有形固定資産除売却損益（△は益） 85

売上債権の増減額（△は増加） △1,175

たな卸資産の増減額（△は増加） 891

仕入債務の増減額（△は減少） 411

その他 1,442

小計 18,069

利息及び配当金の受取額 232

利息の支払額 △507

法人税等の支払額 △2,611

営業活動によるキャッシュ・フロー 15,183

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 △8,027

有形固定資産の売却による収入 84

無形固定資産の取得による支出 △70

投資有価証券の取得による支出 △26

貸付金の回収による収入 5

貸付けによる支出 △13

子会社出資金の取得による支出 △831

その他 △39

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,919



（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） △5,305

長期借入れによる収入 320

長期借入金の返済による支出 △376

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △561

少数株主への配当金の支払額 △1,262

その他 △72

財務活動によるキャッシュ・フロー △7,258

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,741

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,734

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 7,829



 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、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。 

〔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．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、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266百万円減少し

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、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0百万円減少、南米で35百万円増加しております。 

５．追加情報  

 （有形固定資産の耐用年数の変更） 

「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、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191百万円減少しております。 

 
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 
23,918 16,685 6,222 19,794 15,409 82,030 － 82,030 

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
11,413 240 288 297 27 12,267 (12,267) － 

 計 35,331 16,926 6,510 20,092 15,437 94,298 (12,267) 82,030 

営業損益 1,747 (336) 251 3,951 2,364 7,978 (5) 7,973 



〔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．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。 

  北米 欧州 アジア 南米 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 16,609 6,187 20,564 15,356 131 58,848 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － － － 82,030 

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に

占める割合（％） 
20.2 7.5 25.1 18.7 0.2 71.7 



「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（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   79,551 100.0 

Ⅱ 売上原価   64,780 81.4 

売上総利益   14,771 18.6 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   6,383 8.0 

営業利益   8,387 10.5 

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息 155     

２．受取配当金 87     

３．賃貸料収入 18     

４．負ののれん償却額 1     

５．為替差益 191     

６．その他 213 668 0.8 

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息 991     

２．社債利息 13     

３．固定資産除却損 82     

４．その他 155 1,242 1.6 

経常利益   7,812 9.8 

Ⅵ 特別利益       

  固定資産売却益 18 18 0.0 

Ⅶ 特別損失       

１．固定資産売却損 4     

２．固定資産除却損 52     

３．減損損失 15 72 0.1 

税金等調整前中間純利益   7,759 9.8 

法人税、住民税及び事業
税 2,066     

法人税等調整額 394 2,461 3.1 

少数株主利益   801 1.0 

中間純利益   4,495 5.7 

       



（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 7,759 

減価償却費 7,886 

減損損失 15 

負ののれん償却額 △1 

貸倒引当金の増減額（減少：△） 0 

賞与引当金の増減額（減少：△） 266 

役員賞与引当金の増減額（減少：△） △4 

製品補償引当金の増減額（減少：△）  △82 

退職給付引当金の増減額（減少：△） 9 

役員退職慰労引当金の増減額（減少：△） 19 

受取利息及び受取配当金 △243 

支払利息 991 

社債利息 13 

為替差損益（差益：△） △158 

有形固定資産売却益 △18 

有形固定資産除売却損 139 

売上債権の増減額（増加：△） △1,556 

たな卸資産の増減額（増加：△） △71 

仕入債務の増減額（減少：△） △17 

その他 679 

小計 15,625 

利息及び配当金の受取額 282 

利息の支払額 △1,020 

法人税等の支払額 △2,826 

営業活動によるキャッシュ・フロー 12,061 

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 △9,097 

有形固定資産の売却による収入 431 

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 △23 

子会社への出資による支出 △474 

貸付による支出  △19 

貸付金の回収による収入 5 

その他 38 

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,191 

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：△） △279 

長期借入れによる収入 187 

長期借入金の返済による支出 △1,561 

自己株式の取得による支出 △0 

配当金の支払額 △499 

少数株主への配当金の支払額 △1,111 

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,264 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 1,273 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△） 878 

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中間期末残高 10,522 

   



（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、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、営業利益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。 

〔所在地別セグメント情報〕 

前中間連結会計期間（自 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．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。 

〔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．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。  

 
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 
23,198 19,330 5,863 18,780 12,377 79,551 － 79,551 

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
10,283 104 184 399 11 10,982 (10,982) － 

 計 33,481 19,435 6,048 19,179 12,389 90,533 (10,982) 79,551 

営業費用 31,450 18,848 5,628 16,300 10,220 82,448 (11,284) 71,164 

営業損益 2,031 586 419 2,878 2,168 8,085 302 8,387 

  北米 欧州 アジア 南米 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 19,291 5,747 18,780 12,305 227 56,353 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － － － 79,551 

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に

占める割合（％） 
24.3 7.2 23.6 15.5 0.2 70.8 
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