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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 60,648 ― 1,251 ― 1,035 ― 640 ―

20年3月期第2四半期 55,727 12.1 △769 ― △1,253 ― △1,423 ―

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 12.07 ―

20年3月期第2四半期 △26.80 ―

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 79,497 15,821 16.8 251.73
20年3月期 83,836 15,756 16.5 259.86

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  13,360百万円 20年3月期  13,792百万円

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 ― ― ― ― ―

21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 2.00 2.00

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 110,000 △5.4 300 ― △500 ― 900 ― 16.96

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、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。  

(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、その他特記事項 
  １．平成21年３月期の業績予想の詳細は、平成20年11月４日に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 
  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条件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、 
    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。 
  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。  

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  53,171,286株 20年3月期  53,171,286株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  99,085株 20年3月期  94,526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  53,074,719株 20年3月期第2四半期  53,087,378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（平成20年４月１日～平成20年９月30日）におけるわが国経済は、サブプライムローン

問題に端を発した金融危機の深刻化による世界経済減速の影響、原油・鋼材等の原材料価格の高騰や株式・為替市場

の変動等の環境変化により、景気の先行きに対する下振れリスクが高まってまいりました。

　海外におきましても、米国経済の混乱・不安は、米国のみならず欧州経済にも大きな打撃を与えております。一方、

中国をはじめとするアジア経済も景気の拡大は続いているものの成長の伸びは鈍化が目立ってまいりました。

　当社グループが関連する自動車業界におきましては、国内の新車販売は買い替えサイクルの長期化、燃料価格の上

昇等により前年同期を下回りました。一方、輸出向けを含む国内の総生産台数は、国内の不振を新興国向けを中心に

した好調な輸出がカバーし、前年同期を上回り順調に推移いたしました。

　このような経営環境下で当社グループの当第２四半期連結累計期間の業績は、新製品の拡販効果、主要得意先の生

産が前年同期を上回ったこと、ステアリング部品事業における株式会社ジェイテクト、シート部品事業における株式

会社タチエスとのシナジー効果等により売上高は606億４千８百万円となりました。また、損益につきましては、売上

高の増加、品質改善の取り組み、原価低減活動等の各種合理化が功を奏し、営業利益は12億５千万円、経常利益は10

億３千５百万円、四半期純利益は６億４千万円となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

（資産の部）

　資産の部は、前連結会計年度末に比べて43億３千９百万円（5.2％）減少し、794億９千６百万円となりました。こ

れは、主に現金及び預金が25億８千８百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が50億３千４百万円、機械装置及

び運搬具等の有形固定資産が23億５千２百万円それぞれ減少したことによるものであります。 

 

（負債の部）

　負債の部は、前連結会計年度末に比べて44億４百万円（6.5％）減少し、636億７千５百万円となりました。これは、

主に短期借入金が22億２千１百万円、長期借入金が21億５千１百万円それぞれ減少したことによるものでありま

す。 

　

（純資産の部）

　純資産の部は、前連結会計年度末に比べて６千５百万円（0.4％）増加し、158億２千１百万円となりました。これ

は、主に利益剰余金が４億２千６百万円減少したものの、少数株主持分が４億９千８百万円増加したことによるもの

であります。 

３．連結業績予想に関する定性的情報

　第２四半期連結累計期間における業績の進捗を勘案し、平成20年５月７日付当社「平成20年３月期決算短信」にて

発表しました平成21年３月期の業績予想を修正しております。

　詳細につきまして本日別途開示いたします「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

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。
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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ので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プラ

ニングを利用する方法によっております。

（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

　（会計処理の変更）

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棚卸資産の評価基準及び評価方法の変更

　通常の販売目的で保有する棚卸資産のうち、製品・仕掛品は、従来、主として総平均法による原価法に、また、

その他の棚卸資産のうち主として、原材料及び貯蔵品は移動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、製品・仕掛品については、主として総平均による原価法（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、その他の棚卸資産のうち主として、原材料及び貯蔵品は移

動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３百万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。

　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７百万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。

　（追加情報）

　　耐用年数の変更

　当社及び国内連結子会社は、平成20年度の法人税法改正を契機に有形固定資産の耐用年数を見直し、機械装置

の耐用年数を12年から９年に変更しております。

　この変更により、従来と同様の方法によった場合と比較して営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利

益は、それぞれ１億５千９百万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 8,978 6,390

受取手形及び売掛金 27,119 32,153

製品 6,201 6,728

原材料 422 439

仕掛品 1,249 1,320

貯蔵品 139 216

その他 2,629 1,704

貸倒引当金 △480 △521

流動資産合計 46,258 48,431

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,833 8,200

機械装置及び運搬具（純額） 13,109 14,692

その他（純額） 9,268 9,670

有形固定資産合計 30,211 32,564

無形固定資産   

のれん 134 154

その他 953 789

無形固定資産合計 1,088 943

投資その他の資産   

投資有価証券 1,243 1,287

その他 703 617

貸倒引当金 △8 △8

投資その他の資産合計 1,938 1,896

固定資産合計 33,238 35,404

資産合計 79,496 83,836
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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 22,630 21,599

短期借入金 14,767 16,988

未払法人税等 255 329

製品保証引当金 701 561

その他 6,775 8,698

流動負債合計 45,130 48,176

固定負債   

長期借入金 15,260 17,411

退職給付引当金 913 576

役員退職慰労引当金 114 126

退職者医療保険引当金 953 1,022

損害賠償損失引当金 337 －

その他 966 767

固定負債合計 18,545 19,903

負債合計 63,675 68,080

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,985 5,985

資本剰余金 4,791 4,791

利益剰余金 1,610 2,036

自己株式 △30 △30

株主資本合計 12,356 12,784

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 0 1

為替換算調整勘定 1,002 1,006

評価・換算差額等合計 1,003 1,008

少数株主持分 2,461 1,963

純資産合計 15,821 15,755

負債純資産合計 79,496 83,836
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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 60,648

売上原価 53,657

売上総利益 6,990

販売費及び一般管理費  

荷造運搬費 1,108

給料及び賃金 2,315

退職給付費用 97

減価償却費 126

研究開発費 651

その他 1,441

販売費及び一般管理費合計 5,740

営業利益 1,250

営業外収益  

受取利息 23

受取配当金 1

持分法による投資利益 111

為替差益 141

その他 85

営業外収益合計 363

営業外費用  

支払利息 489

その他 89

営業外費用合計 578

経常利益 1,035

特別利益  

固定資産売却益 543

貸倒引当金戻入額 66

製品保証引当金戻入額 55

その他 16

特別利益合計 681

特別損失  

固定資産除却損 125

損害賠償損失引当金繰入額 169

その他 133

特別損失合計 429

税金等調整前四半期純利益 1,287

法人税、住民税及び事業税 190

法人税等調整額 144

法人税等合計 335

少数株主利益 312

四半期純利益 640
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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。

（３）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（４）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）

 自動車部品事業

非自動車
部品事業 計 消去又は

全社 連結
 

ステアリ
ング部品
事業

シート部
品事業

シフター
部品事業

機関駆動
部品事業

大型車部
品事業

その他自
動車部品
事業

小計

売上高            
(1）外部顧客に

対する売上高
(百万円)

29,416 20,445 4,427 3,151 921 640 59,004 1,644 60,648 －　 60,648

(2）セグメント
間の内部売上
高又は振替高
（百万円）

－　 －　 －　 －　 －　 －　 －　 －　 －　 －　 －　

計（百万円） 29,416 20,445 4,427 3,151 921 640 59,004 1,644 60,648 －　 60,648

営業利益（百万
円）

369 493 174 60 55 22 1,176 74 1,250 －　 1,250

（注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

　２．各区分の主な製品

(1) 自動車部品事業

1）ステアリング部品事業　ステアリングコラム

2）シート部品事業　　　　リクライナー、スライドアジャスター

3）シフター部品事業　　　オートマチックトランスミッションシフター、マニュアルトランスミッション

シフター

4）機関駆動部品事業　　　プーリー、ドライブプレート、カバコン

5）大型車部品事業　　　　トラック用ロッカーバルブ、ドラック用Ｕボルト

6）その他自動車部品事業　ウィンドレギュレータ、アクセルペダル

(2) 非自動車部品事業　　　　 半導体自動試験装置、熱抵抗測定装置、テトラパック製造機

　３．会計処理の方法の変更

(1) 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に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益は、機関駆動

部品事業で０百万円、その他自動車部品事業で３百万円、それぞれ減少しております。

　(2) 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、当第２四半期連結累計期間の営業利益は、ステアリ

ング部品事業で４百万円、非自動車部品事業で２百万円、それぞれ減少しており、また、シフター部品事業

で０百万円増加しております。
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　　４．追加情報

　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、当社及び

国内連結子会社は、平成20年度の法人税法改正を契機に、第１四半期連結会計期間より有形固定資産の耐用

年数を見直し、機械装置の耐用年数を12年から９年に変更しております。

　この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益は、ステアリ

ング部品事業で６百万円、シート部品事業で８千８百万円、シフター部品事業で８百万円、機関駆動部品事

業で５千４百万円、大型車部品事業で０百万円、その他自動車部品事業で０百万円、それぞれ減少しており

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）

 日本 北米 ヨーロッパ その他の地域 計 消去又は全社 連結

売上高        

(1)外部顧客に対する売上

高（百万円）
34,092 8,145 15,075 3,334 60,648 － 60,648

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高

（百万円）

2,718 28 2 263 3,013 △3,013 －

計（百万円） 36,811 8,174 15,078 3,598 63,662 △3,013 60,648

営業利益又は営業損失

（百万円）
910 △8 △36 352 1,219 31 1,250

　（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) 北米　………………米国

(2) ヨーロッパ　………フランス、スウェーデン、チェコ

(3) その他の地域　……中国、インドネシア

３．会計処理の方法の変更

(1) 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３

百万円減少しております。  

(2) 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、当第２四半期連結累計期間の営業利益は、北米で４

百万円増加しており、また、ヨーロッパで１千１百万円減少しております。

４．追加情報

　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、当社及び

国内連結子会社は、平成20年度の法人税法改正を契機に、第１四半期連結会計期間より有形固定資産の耐用

年数を見直し、機械装置の耐用年数を12年から９年に変更しております。

　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１

億５千９百万円減少しております。
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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）

 北米 ヨーロッパ その他の地域 計

Ⅰ．海外売上高（百万円） 8,540 14,587 4,079 27,206

Ⅱ．連結売上高（百万円）  60,648

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の

割合（％）
14.1 24.1 6.7 44.9

　　（注）１．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．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は、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

　(イ)北米………………米国、カナダ

　(ロ)ヨーロッパ………フランス、スウェーデン、ドイツ

　(ハ)その他の地域……中国、タイ、インドネシア

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　当社は、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。

これに伴い第１四半期連結会計期間において、利益剰余金が在外子会社の会計処理変更に伴う剰余金の減少額と

して10億６千６百万円変動しております。 

　また、当社は、財務戦略上の柔軟性を確保するため平成20年５月27日開催の取締役会決議に基づき、別途積立

金を22億円取崩し、同額を繰越利益剰余金に振り替えております。
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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（百万円）

Ⅰ　売上高 55,727

Ⅱ　売上原価 49,705

売上総利益 6,022

Ⅲ　販売費及び一般管理費 6,791

営業損失（△） △768

Ⅳ　営業外収益 132

Ⅴ　営業外費用 615

経常損失（△） △1,252

Ⅵ　特別利益 －

Ⅶ　特別損失 219

税金等調整前中間純損失
（△）

△1,472

法人税、住民税及び事業税 74

法人税等調整額 △144

少数株主利益 20

中間純損失（△） △1,422
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