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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 98,878 ― 5,579 ― 5,394 ― 2,517 ―
20年3月期第2四半期 89,429 0.6 5,508 4.5 5,201 0.7 2,867 5.3

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 22.14 ―
20年3月期第2四半期 25.21 ―

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 123,930 50,045 36.8 401.19
20年3月期 120,463 49,084 36.6 387.15

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  45,622百万円 20年3月期  44,030百万円

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 ― 4.00 ― 4.00 8.00
21年3月期 ― 4.50 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 4.50 9.00

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 184,600 △0.5 9,150 △17.5 8,600 △16.6 3,950 △24.8 34.73

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、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  

(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．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。 
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  114,007,210株 20年3月期  114,007,210株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  291,119株 20年3月期  277,922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  113,722,719株 20年3月期第2四半期  113,755,298株
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【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わが国の経済は、サブプライムローン問題を端緒とした世界的な金融不安や、

米国経済の減速の影響を受け、株安や輸出の落ち込み、民間設備投資の減少がみられるなど、本格的な景気後退局面

に差し掛かってまいりました。 

 当社グループに関する事業環境につきましては、普通トラックの国内需要は前年同期比６千台減の37千台となりま

したが、輸出は引き続き堅調に推移しました。また、建設機械につきましては、国内需要は前年同期に比べ減少しま

したが、輸出は若干の増加となりました。海外では、米国の景気減速を受けて当社の米国子会社PK U.S.A.,INC.の売

上が減少いたしました。また、中国における建設機械需要の増加により、当社並びに連結子会社である蘇州普美駕駛

室有限公司において、売上が増加いたしました。 

 こうした状況の下、当社グループは三菱ふそうトラック・バス株式会社からの大型・中型アクスルユニット組立の

新規受注をはじめとする拡販活動や、徹底したコスト削減に全社一丸となって取り組んでまいりました。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、988億78百万円（前年同期比10.6％増）となり、営業利益は

55億79百万円（前年同期比1.3％増）、経常利益は53億94百万円（前年同期比3.7％増）、四半期純利益は25億17百万

円（前年同期比12.2％減）となりました。 

 なお、前年同期比増減率につきましては、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２四半期末における総資産は、1,239億30百万円となり、前連結会計年度末比34億66百万円の増加となりまし

た。その主な要因は、受取手形及び売掛金の増加によるものであります。 

 負債は、738億84百万円となり、前連結会計年度末比25億４百万円の増加となりました。その主な要因は、支払手

形及び買掛金の増加によるものであります。純資産は、500億45百万円となり、前連結会計年度末比９億61百万円の

増加となりました。その主な要因は、利益剰余金の増加によるものであります。 

 以上の結果、自己資本比率は36.8％となりました。 

（キャッシュ・フローの状況) 

 当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は、110億64百万となり、前連

結会計年度末と比較して10億９百万円の増加となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー) 

 営業活動により得られた資金は70億30百万円となりました。これは主として、仕入債務の増加が57億48百万円、税

金等調整前四半期純利益が50億５百万円、減価償却費が29億85百万円、また、売上債権の増加が36億１百万円、法人

税等の支払額が20億98百万円、たな卸資産の増加が11億75百万円となったこと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) 

 投資活動で使用した資金は24億54百万円となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出が32億23

百万円、有形固定資産の売却による収入が７億62百万円となったこと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) 

 財務活動で使用した資金は28億85百万円となりました。これは主として、長期借入金の返済による支出が14億４百

万円、配当の支払額が４億54百万円、短期借入金の減少が４億４百万円となっ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 

 今後の見通しにつきましては、普通トラック国内需要の大幅な減少や、米国及び欧州市場のさらなる落ち込み、為

替レートの変化による資源国の需要の減少など、事業環境の悪化に伴い減産が見込まれることから、予想売上高を

1,846億円に修正しております。また、利益につきましては、グループ全社をあげてコストの極少化を推進し、競争

力強化に努めておりますが、かかる減産の影響により、営業利益は91億50百万円、経常利益は86億円、当期純利益は

39億50百万円に修正しております。 

 平成20年３月期決算発表時（平成20年５月16日）に公表した通期の業績予想との差異は以下のとおりです。 

  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 

 前回発表予想（Ａ） 
百万円

201,000

百万円

11,550

百万円

10,750

百万円

5,750

円  銭

50.56

 今回修正予想（Ｂ） 184,600 9,150 8,600 3,950 34.73

 増減額（Ｂ－Ａ） △16,400 △2,400 △2,150 △1,800 －

 増減率（％） △8.2 △20.8 △20.0 △31.3 －

 前期実績 185,523 11,094 10,308 5,253 46.19
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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。 

（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に著しい変化が生じて

おらず、かつ、一時差異等の発生状況が前連結会計年度末から大幅な変動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・プランニングを利用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 

（税金費用の計算） 

 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の適用 

 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の適用 

 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）を第

１四半期連結会計期間より適用し、評価基準については、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。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、経常利益及び税金

等調整前四半期純利益はそれぞれ10百万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り扱いの適用 

 「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り扱い」（企業会計基準委員会 平成18

年５月17日 実務対応報告18号）を第１四半期連結会計期間より適用しております。この変更に伴い、従来の方

法によった場合と比べて、営業利益は19百万円、経常利益、税金等調整前四半期純利益はそれぞれ17百万円、そ

れぞれ減少しています。 

 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 11,373 10,611

受取手形及び売掛金 34,192 31,934

商品及び製品 668 461

仕掛品 7,044 6,374

原材料及び貯蔵品 1,328 1,069

その他 3,795 3,250

貸倒引当金 △7 △6

流動資産合計 58,396 53,695

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 9,852 10,217

機械装置及び運搬具（純額） 15,088 15,628

土地 31,077 31,258

その他（純額） 5,822 5,352

有形固定資産合計 61,842 62,457

無形固定資産   

のれん 140 158

その他 653 742

無形固定資産合計 794 901

投資その他の資産 2,980 3,497

貸倒引当金 △83 △87

固定資産合計 65,534 66,768

資産合計 123,930 120,463

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 31,853 27,411

短期借入金 14,170 14,432

未払法人税等 2,430 2,269

賞与引当金 2,085 2,276

引当金 47 95

その他 6,487 6,544

流動負債合計 57,074 53,030

固定負債   

長期借入金 4,315 5,739

再評価に係る繰延税金負債 10,102 10,102

引当金 307 309

その他 2,086 2,198

固定負債合計 16,810 18,348

負債合計 73,884 71,379
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,070 8,070

資本剰余金 2,078 2,077

利益剰余金 21,321 19,247

自己株式 △96 △89

株主資本合計 31,373 29,305

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 24 135

土地再評価差額金 14,755 14,755

為替換算調整勘定 △531 △166

評価・換算差額等合計 14,248 14,724

少数株主持分 4,423 5,054

純資産合計 50,045 49,084

負債純資産合計 123,930 120,463
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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 98,878

売上原価 87,782

売上総利益 11,096

販売費及び一般管理費 5,516

営業利益 5,579

営業外収益  

受取利息 73

受取配当金 22

賃貸収入 43

その他 37

営業外収益合計 177

営業外費用  

支払利息 213

租税公課 0

為替差損 129

その他 19

営業外費用合計 362

経常利益 5,394

特別利益  

固定資産売却益 37

補助金収入 1

特別利益合計 39

特別損失  

固定資産除却損 44

固定資産売却損 0

投資有価証券評価損 239

減損損失 143

特別損失合計 428

税金等調整前四半期純利益 5,005

法人税等 2,277

少数株主利益 210

四半期純利益 2,517
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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 5,005

減価償却費 2,985

減損損失 143

のれん償却額 18

賞与引当金の増減額（△は減少） △147

受取利息及び受取配当金 △96

支払利息 213

投資有価証券評価損益（△は益） 239

有形固定資産売却損益（△は益） △37

有形固定資産除却損 44

売上債権の増減額（△は増加） △3,601

仕入債務の増減額（△は減少） 5,748

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,175

その他 △99

小計 9,241

利息及び配当金の受取額 96

利息の支払額 △208

法人税等の支払額 △2,098

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,030

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 △477

定期預金の払戻による収入 721

有形固定資産の取得による支出 △3,223

有形固定資産の売却による収入 762

投資有価証券の取得による支出 △11

その他 △225

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,454

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） △404

長期借入金の返済による支出 △1,404

社債の償還による支出 △50

少数株主への配当金の支払額 △385

配当金の支払額 △454

その他 △185

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,885

現金及び現金同等物に係る換算差額 △680

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,009

現金及び現金同等物の期首残高 10,055

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,064
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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〕 

 当連結グループは、自動車メーカー向けの自動車部分品の製造販売等の「自動車製品事業」を主に営んでおります

が、「自動車製品事業」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額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国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

      その他の地域…中国、欧州 

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) 

     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

の営業利益は日本で10百万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） 

   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

合と比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益は中国で19百万円減少しております。 

〔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 その他の地域…中国、欧州 

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。 

 
日本 

（百万円）
タイ 

（百万円）
アメリカ 
（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 73,664 12,051 5,289 7,873 98,878 － 98,878 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
1,622 3 0 － 1,625 (1,625) － 

計 75,286 12,055 5,289 7,873 100,504 (1,625) 98,878 

営業利益 6,637 287 △406 650 7,169 (1,590) 5,579 

 タイ アメリカ その他の地域  計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 12,058 5,469 8,356 25,884 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － 98,878 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 12.2 5.5 8.5 26.2 
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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 89,429 

Ⅱ 売上原価 78,493 

売上総利益 10,936 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 5,428 

営業利益 5,508 

Ⅳ 営業外収益 259 

１．受取利息 115 

２．受取配当金 16 

３．固定資産賃貸収入 41 

４．為替差益 20 

５．その他 64 

Ⅴ 営業外費用 565 

１．支払利息 242 

２．租税公課 186 

３．持分法による投資損失 80 

４．その他 57 

経常利益 5,201 

Ⅵ 特別利益 43 

１．固定資産売却益 7 

２．受取補助金 35 

Ⅶ 特別損失 69 

１．固定資産除却損 68 

２．固定資産売却損 0 

３．投資有価証券評価損 1 

税金等調整前中間純利益 5,175 

法人税、住民税及び事業税 1,878 

法人税等調整額 12 

少数株主利益 416 

中間純利益 2,867 
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