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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 100,749 ― 8,487 ― 9,293 ― 4,754 ―

20年3月期第2四半期 97,972 10.4 10,187 15.4 10,997 19.0 6,855 24.1

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 72.71 ―

20年3月期第2四半期 104.78 ―

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 152,051 108,848 59.9 1,392.98
20年3月期 148,818 105,544 59.4 1,350.61

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  91,078百万円 20年3月期  88,359百万円

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 ― 18.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 20.00 38.00

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 205,000 1.3 15,500 △26.3 16,500 △26.2 8,200 △38.6 125.34

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5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5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.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。なお、平成20年4月23日に公表いたしました連結業績予想は、本資料において修正しております。 
業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、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。 
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  65,452,143株 20年3月期  65,452,143株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  68,198株 20年3月期  30,324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  65,389,476株 20年3月期第2四半期  65,422,052株



（参考）個別業績予想 

 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） 

（％表示は対前期増減率）

（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 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 114,000 △7.6 3,000 △55.0 5,400 △40.7 3,500 △47.0 53 49 



【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 

 上半期の連結経営成績は、売上面ではアジアの販売好調を主因に、為替の円高影響をカバーし、

前年同期比2.8%の増収を確保いたしました。また、営業利益では増収と原価低減活動による増益効

果はありましたものの、世界的な原材料価格の高騰と為替の円高影響により、前年同期比△16.7%

の減益となりました。 

 所在地別セグメントの業績は以下のとおりであります。 

  売上高（百万円） 
対前年同期増減額

（百万円） 
対前年同期増減率

（％） 

  日本 35,373 △2,977 △7.8 

  北米 24,050 △1,613 △6.3 

  アジア 31,599 5,618 21.6 

  その他 9,726 1,749 21.9 

合計 100,749 2,777 2.8 

 
営業利益又は営業損
失（△）（百万円）

対前年同期増減額
（百万円） 

対前年同期増減率
（％） 

  日本 1,408 △1,887 △57.3 

  北米 △59 △774 － 

  アジア 5,566 929 20.0 

  その他 1,595 △109 △6.4 

  消去又は全社 △24 142 － 

合計 8,487 △1,700 △16.7 

日本 【売上】 

 
 メカトロ・四輪製品等の新規獲得による増収はありましたが、客先減産の影響により前年同

期比で減収となりました。 

  【営業利益】 

 
 原価低減に努めましたが、減収、原材料高騰及び為替影響により前年同期比で減益となりま

した。 

北米 【売上】 

 
 四輪の新規拡販と増産による増収はありましたが、為替影響により前年同期比で減収となり

ました。 

  【営業利益】 

 
 原価低減による増益効果はありましたが、競争激化、原材料高騰及び為替影響により前年同

期比で減益となりました。 

アジア 【売上】 

 
 為替影響による減収はありましたが、インドネシア・中国・ベトナム・タイの販売好調によ

り前年同期比で増収となりました。 

  【営業利益】  

   為替影響はありましたが、増収効果により前年同期比で増益となりました。 

その他 【売上】 

   ブラジルの販売好調と為替影響により前年同期比で増収となりました。 

  【営業利益】  

 
 ブラジルにおいては増収効果はありましたが、諸費用の高騰及び四輪新工場立上費用により

前年同期比で減益となりました。 



（注）前年同期に対する増減額及び増減率につきましては、それぞれ適用される会計基準が異なるため

参考値であります。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（１）資産、負債、純資産等の状況 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、152,051百万円となり、前連結会計年度末比3,233百

万円の増加となっております。各項目別の主な要因は次のとおりであります。 

（流動資産） 

 流動資産は80,088百万円となり、前年度末比3,220百万円増加しております。これは主に現金

及び預金の増加によるものであります。 

（固定資産） 

 固定資産は71,963百万円となり、前年度末比13百万円増加しております。 

（流動負債） 

 流動負債は37,893百万円となり、前年度末比575百万円減少しております。これは主に未払金

の減少によるものであります。 

（固定負債） 

 固定負債は5,310百万円となり、前年度末比505百万円増加しております。 

（純資産） 

 純資産は108,848百万円となり、前年度末比3,303百万円増加しております。これは主に四半期

純利益によるものであります。 

（２）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ける現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等

調整前四半期純利益等による資金の増加の一方、有形固定資産の取得等による資金の減少によ

り、前連結会計年度末比1,958百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末には25,529百万円と

なっております。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローでは、11,045百万円の資金を得ております。これは主に税

金等調整前四半期純利益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） 

 投資活動によるキャッシュ・フローでは、6,111百万円の支出となっております。これは主に

設備投資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） 

 財務活動によるキャッシュ・フローでは、2,547百万円の支出となっております。これは主に

配当金の支払い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 

 上半期の連結経営成績は、堅調な新興国市場の需要と為替影響により、ほぼ期初の連結業績予想通

りの結果となり、売上高では上半期として初めて1,000億円を超えることができました。 

 一方、下半期の経済情勢を展望いたしますと、先進国の金融システム危機が各国の実体経済に波及

する中で、新興国経済にも影響が見えはじめており、世界経済の成長速度は急速に鈍化するものと予

想されます。また、日本経済も輸出の増勢に翳りが見えはじめ、企業収益の低下、個人消費の低迷な

ど、景気後退の懸念が強まりつつあります。 

 自動車業界におきましては、景気の先行き悪化懸念から、米国をはじめとした先進国市場の需要が

急速に縮小しつつあることに加え、新興国市場にも減速感が出はじめるものと見ております。 

 また、足元ではやや騰勢が収まりつつあるものの、上半期に急騰した原材料価格の影響や為替相場

の円高進行など、下半期の経営環境は一段と厳しさを増すものと予想されます。 



 このような厳しい環境下、当社グループでは、調達ソースの多様化を進めるとともに、更なる生産

性の向上により、原価低減の努力を続けてまいりますが、通期業績見通しは、一段の原材料価格の高

騰と為替の円高見通しを反映し、売上高は205,000百万円に据え置き、営業利益は15,500百万円、経

常利益は16,500百万円、当期純利益は8,200百万円へとそれぞれ下方修正いたします。 

 なお、下半期の為替レートは97.5円／USドルを前提としております。 

 【連結業績予想】 

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 簡便な会計処理 

・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 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 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、税引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。 

（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 

 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 棚卸資産の評価に関する会計基準 

 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。これにより、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、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ39百

万円減少しております。 

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 

 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。これによる、

当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

  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) 205,000 17,500 18,700 10,300 157.44 

今回発表予想 (B) 205,000 15,500 16,500 8,200 125.34 

増減額 (B-A) 0 △2,000 △2,200 △2,100 － 

増減率 (%) 0.0 △11.4 △11.8 △20.4 － 

（ご参考）前期実績 

（平成20年３月期） 
202,469 21,029 22,368 13,348 204.03 



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 26,136 24,000

受取手形及び売掛金 29,372 28,472

商品及び製品 4,038 3,876

仕掛品 2,629 2,607

原材料及び貯蔵品 13,301 12,702

その他 4,627 5,236

貸倒引当金 △15 △27

流動資産合計 80,088 76,867

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 11,055 10,745

機械装置及び運搬具（純額） 31,787 30,186

工具、器具及び備品（純額） 2,972 3,197

土地 3,901 3,896

建設仮勘定 3,858 6,625

有形固定資産合計 53,573 54,650

無形固定資産 797 788

投資その他の資産   

投資有価証券 15,953 14,889

その他 1,640 1,624

投資その他の資産合計 17,593 16,513

固定資産合計 71,963 71,950

資産合計 152,051 148,818



（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 24,126 23,837

短期借入金 4,487 4,416

未払金 5,077 5,977

未払法人税等 1,267 1,545

引当金 122 212

その他 2,814 2,481

流動負債合計 37,893 38,468

固定負債   

引当金 1,580 1,561

その他 3,730 3,244

固定負債合計 5,310 4,806

負債合計 43,203 43,273

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,694 3,694

資本剰余金 3,419 3,419

利益剰余金 78,162 74,748

自己株式 △100 △32

株主資本合計 85,175 81,829

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,431 5,064

繰延ヘッジ損益 14 4

為替換算調整勘定 459 1,462

評価・換算差額等合計 5,903 6,530

少数株主持分 17,769 17,185

純資産合計 108,848 105,544

負債純資産合計 152,051 148,818



（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 100,749

売上原価 86,711

売上総利益 14,038

販売費及び一般管理費 5,551

営業利益 8,487

営業外収益  

受取利息 439

受取配当金 186

持分法による投資利益 167

為替差益 101

雑収入 134

営業外収益合計 1,025

営業外費用  

支払利息 78

雑支出 140

営業外費用合計 218

経常利益 9,293

特別利益  

固定資産売却益 27

特別利益合計 27

特別損失  

固定資産廃棄損 14

投資有価証券評価損 2

特別損失合計 16

税金等調整前四半期純利益 9,305

法人税等 2,428

少数株主利益 2,123

四半期純利益 4,754



（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 9,305

減価償却費 5,367

売上債権の増減額（△は増加） △1,555

たな卸資産の増減額（△は増加） △904

仕入債務の増減額（△は減少） 758

その他 159

小計 13,129

利息及び配当金の受取額 635

利息の支払額 △78

法人税等の支払額 △2,641

営業活動によるキャッシュ・フロー 11,045

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 △506

定期預金の払戻による収入 273

有形固定資産の取得による支出 △5,363

その他 △515

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,111

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） △77

配当金の支払額 △1,178

少数株主への配当金の支払額 △1,262

その他 △31

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,547

現金及び現金同等物に係る換算差額 △429

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,958

現金及び現金同等物の期首残高 23,571

現金及び現金同等物の四半期末残高 25,529



 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、ブレーキシステム等自動車部品及び関連する設備等の製造・販売を主な事

業とする専門メーカーであり、「自動車部品事業」の売上高及び営業利益の金額は、全セグメ

ントの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、中国、ベトナム、フィリピン 

(3）その他…ブラジル、スペイン 

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。これにより、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、日本で39百万円減少しておりま

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。これによる、当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

（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。 

  
日本 

（百万円） 
北米 

（百万円）
アジア 

（百万円）
その他 

（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 
35,373 24,050 31,599 9,726 100,749 － 100,749 

(2）セグメント間

の内部売上高 
20,505 41 2,655 30 23,231 (23,231) － 

計 55,879 24,091 34,254 9,755 123,979 (23,231) 100,749 

営業利益又は営業損

失（△） 
1,408 △59 5,566 1,595 8,511 (24) 8,487 



「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 

区分 

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） 

金額（百万円） 
百分比 

（％） 

Ⅰ 売上高   97,972 100.0 

Ⅱ 売上原価   82,387 84.1 

売上総利益   15,585 15.9 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   5,398 5.5 

営業利益   10,187 10.4 

Ⅳ 営業外収益      

１．受取利息 269    

２．受取配当金 169    

３．持分法による投資利益 168    

４．雑収入 333 939 0.9 

Ⅴ 営業外費用      

１．支払利息 13    

２．為替差損 20    

３．雑支出 96 128 0.1 

経常利益   10,997 11.2 

Ⅵ 特別利益      

１．固定資産売却益 68    

２．投資有価証券売却益 26    

３．貸倒引当金戻入益 6 101 0.1 

Ⅶ 特別損失      

１．固定資産売却損 0    

２．固定資産廃棄損 12    

３．製品補修損失 44    

４．投資有価証券評価損 37 93 0.1 

税金等調整前中間純利益   11,005 11.2 

法人税、住民税及び事業税 2,385    

法人税等調整額 △122 2,263 2.3 

少数株主利益   1,888 1.9 

中間純利益   6,855 7.0 

       



（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 11,005 

減価償却費 4,750 

のれん償却額 4 

貸倒引当金の減少額 △47 

役員賞与引当金の減少額 △54 

退職給付引当金の増加額 45 

役員退職慰労引当金の減少額 △126 

受取利息及び受取配当金 △438 

支払利息 13 

為替差損 54 

持分法による投資利益 △168 

有形固定資産売却益 △68 

有形固定資産売却損 0 

有形固定資産廃棄損 12 

投資有価証券売却益 △26 

売上債権の減少額 126 

たな卸資産の増加額 △2,588 

仕入債務の増加額 67 

その他 △1,254 

小計 11,306 

利息及び配当金の受取額 446 

利息の支払額 △13 

法人税等の支払額 △3,570 

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,170 

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 △186 

有形固定資産の取得による支出 △10,813 

有形固定資産の売却による収入 268 

投資有価証券の取得による支出 △944 

投資有価証券の売却による収入 418 

その他 7 

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,249 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増加額 851 

配当金の支払額 △1,112 

少数株主への配当金の支払額 △939 

その他 △0 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,200 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 901 

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △3,379 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 25,286 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 21,908 

   



（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、ブレーキシステム等自動車部品及び関連する設備等の製造・販売を主な事

業とする専門メーカーであり、「自動車部品事業」の売上高及び営業利益の金額は、全セグメ

ントの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、中国、ベトナム、フィリピン 

(3）その他…ブラジル、スペイン 

  

  

  
日本 

（百万円） 
北米 

（百万円）
アジア 

（百万円）
その他 

（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 
38,351 25,663 25,982 7,977 97,972 － 97,972 

(2）セグメント間

の内部売上高 
22,875 54 2,081 84 25,094 (25,094) － 

計 61,225 25,717 28,063 8,060 123,066 (25,094) 97,972 

営業費用 57,930 25,002 23,425 6,356 112,713 (24,928) 87,785 

営業利益 3,295 715 4,638 1,704 10,352 (166) 10,187 
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