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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 26,975 ― 844 ― 675 ― 224 ―

20年3月期第2四半期 25,525 10.1 840 △31.2 522 △48.6 338 △29.6

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 2.73 ―

20年3月期第2四半期 4.12 ―

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 72,361 24,011 30.7 270.30
20年3月期 74,245 25,171 31.4 284.52

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  22,185百万円 20年3月期  23,354百万円

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 ― ― ― 5.00 5.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 5.00 5.00

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 52,000 1.0 1,800 △30.1 1,200 △2.6 420 △21.1 5.11

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３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．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」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
２．上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の変化等によ
り、上記の予想数値と異なる場合があります。  

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  83,741,579株 20年3月期  83,741,579株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  1,661,195株 20年3月期  1,658,572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  82,079,564株 20年3月期第2四半期  82,091,461株
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当第２四半期連結累計期間における業績は、自動車生産台数の増加や新規受注の獲得により、連結売上

高は269億75百万円と前年同期比5.7％の増加となりました。 

 損益面におきましては、原材料費の高騰や減価償却費の増加がありましたが、合理化や増産効果などに

より、経常利益は６億75百万円と前年同期比29.3％の増加となりました。四半期純利益は２億24百万円と

なりました。 

なお、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。 
  

自動車関連製品事業は、自動車生産台数の増加や新規受注の獲得により、売上高は239億21百万円と

前年同期比6.9％の増加となりました。営業利益は原材料費の高騰の影響などを受け６億45百万円と前

年同期比1.3％の減少となりました。 

舶用関連製品事業は、受注が引き続き好調であったことから売上高は11億99百万円と前年同期比

13.3％の増加となりました。営業利益は１億23百万円と前年同期比13.0％の増加となりました。 

その他の製品事業は、製品の見直しなどにより、売上高は18億54百万円と前年同期比11.1％の減少と

なりました。営業利益は75百万円と前年同期比2.7％の減少となりました。 
  

当第２四半期会計期間末における総資産は前連結会計年度末に比べ18億83百万円減少し、723億61百万

円となりました。これは主に「有形固定資産」の減少14億８百万円、「受取手形及び売掛金」の減少４億

28百万円等によるものであります。 

負債につきましては前連結会計年度末に比べ７億23百万円減少し、483億50百万円となりました。これ

は主に「設備関係支払手形」の減少５億28百万円等によるものであります。 

純資産につきましては前連結会計年度末に比べ11億59百万円減少し、240億11百万円となりました。こ

れは主に「為替換算調整勘定」の減少９億９百万円及び「利益剰余金」の減少１億86百万円等によるもの

であります。 
  

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて３億45

百万円減少し、36億87百万円となりました。 

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。 
  

営業活動の結果により得られた資金は、29億89百万円(前年同期比5.2％減)となりました。これは主

に税金等調整前四半期純利益が６億75百万円、減価償却費が24億75百万円、売上債権の減少が２億96百

万円となり、法人税等の支払が４億６百万円あったことによるものであります。 

投資活動に使用した資金は、23億69百万円(前年同期比51.4％減)となりました。これは主に有形固定

資産の取得によるものであります。 

財務活動により減少した資金は、７億77百万円(前年同期比142.6％減)となりました。これは主に短

期借入金10億39百万円の増加、セール・アンド・リースバックによる９億１百万円の調達、長期借入金

10億68百万円の返済、私募債償還12億円及び配当金の支払４億８百万円によるものであります。 
  

現時点における通期の連結業績予想につきましては、平成20年10月24日に公表した業績予想から変更は

ございません。 

【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

①自動車関連製品事業

②舶用関連製品事業

③その他の製品事業

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(キャッシュ・フローの状況)

(営業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)

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はございません。 
  

該当事項はございません。 
  

「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。 

「棚卸資産の評価に関する会計基準」(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、移動平均法による原価法から原価法(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。 

 なお、この変更による影響は軽微であります。 

「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」(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。 

 なお、この適用による影響は軽微であります。 

「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号)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16号)を第１四半期連結会計期間から早期に適用し、所有権移転外ファイナ

ンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係

る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上しております。 

 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する

方法によっております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 

 また、この適用による影響は軽微であります。 
  

当社及び国内連結子会社の機械装置の耐用年数については、当第１四半期連結会計期間より、法人税

方の改正を契機に見直しを行い、10年から９年に変更しております。 

 この結果、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101百万円減少しており

ます。 

 なお、セグメントに与える影響は当該箇所に記載しております。 

当社は、前連結会計年度まで役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく要支給額を計上し

ておりましたが、平成20年６月27日開催の定時株主総会決議をもって、役員に対する退職慰労金制度を

廃止し打ち切り支給することとしたため、当該引当金を取り崩しております。なお、支払は役員の退任

時としていることから、打ち切り支給の未払額191百万円は固定負債の「長期未払金」に含めて計上し

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)

(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

(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の適用

②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

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

④リース取引に関する会計基準等の適用

（追加情報）

①有形固定資産の耐用年数の変更

②役員退職慰労引当金の廃止
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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 3,751 4,033 

受取手形及び売掛金 9,487 9,916 

商品及び製品 5,072 4,836 

仕掛品 2,276 2,330 

原材料及び貯蔵品 1,777 1,580 

繰延税金資産 565 531 

その他 811 890 

貸倒引当金 △213 △213 

流動資産合計 23,529 23,905 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 10,577 10,401 

機械装置及び運搬具（純額） 19,286 18,651 

土地 5,617 5,666 

建設仮勘定 3,157 5,384 

その他（純額） 1,170 1,112 

有形固定資産合計 39,808 41,217 

無形固定資産 

借地権 400 400 

ソフトウエア 98 47 

のれん 55 64 

その他 16 17 

無形固定資産合計 570 529 

投資その他の資産 

投資有価証券 5,956 6,069 

長期貸付金 18 20 

繰延税金資産 890 885 

その他 1,631 1,660 

貸倒引当金 △43 △43 

投資その他の資産合計 8,453 8,593 

固定資産合計 48,832 50,339 

資産合計 72,361 74,245 
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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 9,415 8,977 

短期借入金 4,761 3,720 

1年内返済予定の長期借入金 3,409 2,726 

1年内償還予定の社債 2,000 3,200 

リース債務 153 86 

未払法人税等 425 459 

設備関係支払手形 1,675 2,203 

その他 3,342 3,291 

流動負債合計 25,182 24,666 

固定負債 

長期借入金 17,203 18,979 

リース債務 1,979 1,244 

繰延税金負債 1,013 1,123 

退職給付引当金 2,676 2,651 

役員退職慰労引当金 － 324 

長期未払金 294 84 

固定負債合計 23,167 24,407 

負債合計 48,350 49,073 

純資産の部 

株主資本 

資本金 9,839 9,839 

資本剰余金 5,875 5,875 

利益剰余金 5,638 5,824 

自己株式 △369 △368 

株主資本合計 20,984 21,171 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 1,437 1,506 

繰延ヘッジ損益 36 40 

為替換算調整勘定 △273 636 

評価・換算差額等合計 1,200 2,183 

新株予約権 27 － 

少数株主持分 1,798 1,816 

純資産合計 24,011 25,171 

負債純資産合計 72,361 74,245 
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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 26,975 

売上原価 21,456 

売上総利益 5,518 

販売費及び一般管理費 4,674 

営業利益 844 

営業外収益 

受取利息 28 

受取配当金 81 

為替差益 76 

その他 101 

営業外収益合計 286 

営業外費用 

支払利息 302 

その他 152 

営業外費用合計 454 

経常利益 675 

税金等調整前四半期純利益 675 

法人税、住民税及び事業税 466 

法人税等調整額 △90 

法人税等合計 376 

少数株主利益 74 

四半期純利益 224 
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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 675 

減価償却費 2,475 

有形固定資産廃棄損 39 

のれん償却額 8 

株式報酬費用 27 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △324 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 24 

前払年金費用の増減額（△は増加） 43 

受取利息及び受取配当金 △109 

支払利息 302 

為替差損益（△は益） △76 

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 0 

売上債権の増減額（△は増加） 296 

たな卸資産の増減額（△は増加） △486 

仕入債務の増減額（△は減少） 611 

未払又は未収消費税等の増減額 △76 

その他 159 

小計 3,591 

利息及び配当金の受取額 109 

利息の支払額 △302 

法人税等の支払額 △408 

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,989 

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 △2,303 

その他 △65 

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,369 

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） 1,039 

長期借入金の返済による支出 △1,068 

セール・アンド・リースバックによる収入 901 

リース債務の返済による支出 △42 

社債の償還による支出 △1,200 

自己株式の取得による支出 △1 

配当金の支払額 △406 

財務活動によるキャッシュ・フロー △777 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △189 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △345 

現金及び現金同等物の期首残高 4,033 

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,687 
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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。 

  

該当事項はございません。 

  

【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） 

 
（注）事業区分の方法 

事業区分は、販売先産業の種類により区分しております。 

①自動車関連製品事業・・・自動車用、二輪車用機関部品 

②舶用関連製品事業・・・・舶用機関部品 

③その他の製品事業・・・・陸用機関部品、家電製品用部品、事務用機器用部品、産業機械用部品他 

（追加情報） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より改正後の法人税に基づく減価

償却方法を適用しております。当該変更に伴い、当第２四半期連結累計期間の営業費用は「自動車関連製品事業」が

92百万円、「舶用関連製品事業」が５百万円、「その他の製品事業」が３百万円増加し、営業利益が同額減少してお

ります。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

自動車関連 
製品事業 
(百万円)

舶用関連
製品事業 
（百万円）

その他の
製品事業 
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売上高

 (1) 外部顧客に対する売上高 23,921 1,199 1,854 26,975 ― 26,975

 (2) セグメント間の内部売上
高又は振替高

― ― ― ― (―) ―

計 23,921 1,199 1,854 26,975 (―) 26,975

  営業費用 23,275 1,076 1,779 26,131 (―) 26,131

  営業利益 645 123 75 844 (―) 844
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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） 

 
（注）国又は地域の区分の方法 

国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

(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、中国他 

②ヨーロッパ・・・・ドイツ 

③その他の地域・・・北米 

（追加情報） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より改正後の法人税に基づく減価

償却方法を適用しております。当該変更に伴い、当第２四半期連結累計期間の営業費用は「日本」が101百万円増加

し、営業利益が同額減少しております。 

  

【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） 

 
（注）1 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(1）国又は地域の区分の方法・・・・・・地理的近接度によっております。 

(2) 各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、シンガポール、中国他 

②ヨーロッパ・・・・ドイツ他 

③北米・・・・・・・アメリカ他 

④その他の地域・・・南アフリカ、ヨルダン、メキシコ他 

   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。 

著しい変動はございません。 

  

日本 
(百万円)

アジア
(百万円)

ヨーロッパ
(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)

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売上高

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高

20,640 2,644 2,443 1,246 26,975 ― 26,975

 (2) セグメント間の内部売
上高又は振替高

3,119 392 6 － 3,519 (3,519) ―

計 23,760 3,037 2,450 1,246 30,494 (3,519) 26,975

  営業費用 23,121 2,688 2,399 1,441 29,650 (3,519) 26,131

  営業利益 638 348 50 △194 843 0 844

アジア ヨーロッパ 北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 4,799 2,275 806 2,673 10,555

Ⅱ 連結売上高(百万円) 26,975

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

17.8 8.4 3.0 9.9 39.1

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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１.前年同期に係る連結財務諸表等 

(1) 前中間連結損益計算書 

 
  

「参考」

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(％)

売上高 25,525 100.0

売上原価 19,985 78.3

売上総利益 5,539 21.7

販売費及び一般管理費 4,699 18.4

営業利益 840 3.3

営業外収益

 受取利息 14

  受取配当金 77

  スクラップ売却益 26

 その他 97

 営業外収益合計 216 0.9

営業外費用

 支払利息 251

 為替差損 25

 固定資産廃棄損 35

 その他 222

 営業外費用合計 534 2.1

経常利益 522 2.1

特別利益 340 1.3

特別損失 71 0.3

税金等調整前四半期純利益 792 3.1

法人税、住民税及び事業税 507

法人税等調整額 △ 130

法人税等合計 376 1.5

少数株主利益 76 0.3

中間純利益 338 1.3
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（2）前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)

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 792

 減価償却費 2,306

 有形固定資産廃棄損 106

 のれん償却額 8

 引当金の増減額（△は減少） 262

 前払年金費用の増減額 △256

 受取利息及び受取配当金 △92

 支払利息 251

 為替差損益（△は益） 25

 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) △283

 売上債権の増減額（△は増加） 442

 たな卸資産の増減額（△は増加） 226

 仕入債務の増減額（△は減少） △716

 未払又は未収消費税等の増減額 54

 その他 463

 小計 3,591

 利息及び配当金の受取額 138

 利息の支払額 △234

 法人税等の支払額 △338

 営業活動によるキャッシュ・フロー 3,156

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 △5,238

 有価証券の取得による支出 △194

 投資有価証券の売却による収入 439

 貸付金の回収による収入 5

 その他固定資産の取得による支出 △15

 その他固定資産の売却による収入 5

 連結の範囲の変更を伴う子会社株式取得による収入 3

 その他 119

 投資活動によるキャッシュ・フロー △4,874

財務活動によるキャッシュ・フロー

 短期借入金純増減額（△は減少） 595

 長期借入による収入 2,971

 長期借入金の返済による支出 △1,332

 配当金の支払額 △409

 自己株式の取得による支出 △1

 財務活動によるキャッシュ・フロー 1,823

現金及び現金同等物に係る換算差額 113

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 219

現金及び現金同等物の期首残高 1,842

新規連結による現金及び現金同等物の増加額 1,358

現金及び現金同等物の中間期末残高 3,419
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（3）ゼグメント情報 

【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） 

 
（注）事業区分の方法 

事業区分は、販売先産業の種類により区分しております。 

①自動車関連製品事業・・・自動車用、二輪車用機関部品 

②舶用関連製品事業・・・・舶用機関部品 

③その他の製品事業・・・・陸用機関部品、家電製品用部品、事務用機器用部品、産業機械用部品他 

  

【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）国又は地域の区分の方法 

国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

(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、中国他 

②ヨーロッパ・・・・ドイツ 

③その他の地域・・・北米 

  

自動車関連 
製品事業 
(百万円)

舶用関連
製品事業 
（百万円）

その他の
製品事業 
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売上高

 (1) 外部顧客に対する売上高 22,380 1,059 2,085 25,525 ― 25,525

 (2) セグメント間の内部売上
高又は振替高

― ― ― ― (―) ―

計 22,380 1,059 2,085 25,525 (―) 25,525

  営業費用 21,727 950 2,007 24,684 (―) 24,684

  営業利益 653 109 77 840 (―) 840

日本 
(百万円)

アジア
(百万円)

ヨーロッパ
(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)

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売上高

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高

19,545 2,312 2,150 1,516 25,525 ― 25,525

 (2) セグメント間の内部売
上高又は振替高

4,203 280 0 ― 4,484 (4,484) ―

計 23,749 2,592 2,150 1,516 30,009 (4,484) 25,525

  営業費用 22,900 2,215 2,105 1,600 28,822 (4,137) 24,684

  営業利益 848 377 45 △83 1,187 (346) 840
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【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 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(1）国又は地域の区分の方法・・・・・・地理的近接度によっております。 

(2) 各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、シンガポール、中国他 

②ヨーロッパ・・・・ドイツ他 

③北米・・・・・・・アメリカ他 

④その他の地域・・・南アフリカ、ヨルダン、メキシコ他 

   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。 

  

２．個別業績の概要 

アジア ヨーロッパ 北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 4,150 1,969 1,269 1,859 9,249

Ⅱ 連結売上高(百万円) 25,525

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

16.3 7.7 5.0 7.2 36.2

(1)個別経営成績

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 22,776 ― 481 ― 539 ― 376 ―

20年３月期第２四半期 22,776 6.6 588 2.9 416 △ 52.1 425 △ 22.7

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 58 ―

20年３月期第２四半期 5 18 ―

（2）個別財政状態

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 61,344 22,076 35.9 273 29

20年３月期 61,456 22,150 36.0 269 85

（参考）自己資本 21年3月期第２四半期 22,048百万円  20年3月期  22,150百万円

(3)平成21年３月期業績予想（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)

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 %

通期 45,000 △3.0 1,100 △25.0 900 14.7 500 △39.5

1株当たり 
四半期純利益

円 銭

21年3月期 6 09

（注）個別業績予想値の当四半期における修正の有無 ： 無

日本ピストンリング㈱ (6461) 平成21年3月期 第2四半期決算短信

- 13 -




