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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 152,720 ― 12,784 ― 11,908 ― 5,911 ―

20年3月期第3四半期 150,751 9.8 15,843 8.6 16,846 9.7 10,395 16.3

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3四半期 90.40 ―

20年3月期第3四半期 158.89 ―

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3四半期 140,446 101,864 60.3 1,295.33
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3四半期  84,693百万円 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  有  

当期の期末配当金は未定です。詳細は、本日別途公表しております「業績予想の修正及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。  

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） ――― ――― ――― ― ―

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 184,500 △8.9 11,000 △47.7 9,000 △59.8 3,600 △73.0 55.03

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。 
 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3四半期  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3四半期  68,321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3四半期  65,387,790株 20年3月期第3四半期  65,422,032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 97,500  △21.0 △1,200      － 400  △95.6 200  △97.0 3. 06 



【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３四半期連結累計期間の連結経営成績は、世界経済の急速な減速に加え、為替の円高影響も

あり、売上面では前年同期比1.3%の増収に留まりました。また、営業利益では増収と原価低減によ

る増益効果はありましたものの、原材料高騰及び為替影響等により、前年同期比△19.3%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。 

  

  

  

（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。 

      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  53,982  △5,987  △10.0

 北米  33,517  △4,911  △12.8

 アジア    50,313  10,084  25.1

 その他  14,908  2,783  23.0

合計  152,720  1,970  1.3

     
 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  1,569  △3,703  △70.2

 北米  △289  △1,159 － 

 アジア    7,945  815  11.4

 その他  2,401  △149  △5.8

 消去又は全社  1,158  1,137 － 

合計  12,784  △3,059  △19.3

 日本 【売上】  

  
 新規獲得による増収もありましたが、客先の二輪・四輪の減産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】  

  
 新規獲得による増収もありましたが、客先の二輪・四輪の減産及び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】 

   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】  

   原材料高騰及び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、四輪新工場立上費用等により前年同期比で減

益となりました。 



（１）資産、負債、純資産等の状況  

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

円の減少となっております。なお、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 百万円となり、前年度末比 百万円減少しております。これは主に現金

及び預金の減少によるものであります。 

（固定資産） 

 固定資産は 百万円となり、前年度末比 百万円減少しております。これは主に有形

固定資産の減少によるものであります。 

（流動負債） 

 流動負債は 百万円となり、前年度末比 百万円減少しております。これは主に買掛

金及び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 百万円となり、前年度末比 百万円減少しております。 

（純資産） 

 純資産は 百万円となり、前年度末比 百万円減少しております。これは主に為替換

算調整勘定の減少によるものであります。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況  

 当第３四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 百万円減少し、当第３四半期連結会計期間末には 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、 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、 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、 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。 

  

 第４四半期の経済情勢を展望しますと、米国金融機関の破綻を契機とした金融不安が世界各国に

拡大する中、実体経済面でも世界全体で一段の景気減速が予想されております。また、日本経済も

急速な円高が進行する中、企業収益の低下、雇用情勢の悪化など景気の後退局面が続くものと見て

おります。 

 自動車業界におきましては、世界的な景気減速をうけて、先進国市場をはじめ世界各国で急速な

需要の縮小が続く見通しであります。加えて、為替相場での主要通貨に対する更なる円高の進行も

懸念されており、第４四半期の経営環境は一段と厳しさを増すことが予想されます。 

 このような環境下、当社グループにおきましては、第４四半期に見込まれる主要販売先の大幅減

産に対応し、生産調整ならびに諸費用の削減に努めておりますが、下半期の想定水準を上回る円高

の影響もあり、業績の悪化は避けられないものと予想しております。 

 これを受けて通期業績見通しを下方修正し、売上高184,500百万円、営業利益11,000百万円、経

常利益9,000百万円、当期純利益3,600百万円といたします。 

 なお、第４四半期の為替レートは90円／USドルを想定しております。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

140,446 8,372

75,478 1,389

64,967 6,983

34,803 3,665

3,779 1,027

101,864 3,680

2,612 20,959

12,582

9,534

3,283

３．連結業績予想に関する定性的情報 



 【連結業績予想】 

  

  

 該当事項はありません。 

  

① 簡便な会計処理 

・棚卸資産の評価方法 

 当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出については、実地棚卸を省略し、第２四半

期連結会計期間末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によってお

ります。 

・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３四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。 

  

  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  15,500  16,500  8,200  125.34

 今回発表予想（B）    184,500    11,000    9,000    3,600    55.03

 増減額（B-A）    △20,500    △4,500    △7,500    △4,600  － 

 増減率（%）    △10.0    △29.0    △45.5    △56.1     － 

 （ご参考）前期実績 

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

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 

 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３四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

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３四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。 
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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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 21,057 24,000

受取手形及び売掛金 28,546 28,472

商品及び製品 3,752 3,876

仕掛品 2,051 2,607

原材料及び貯蔵品 14,874 12,702

その他 5,214 5,236

貸倒引当金 △15 △27

流動資産合計 75,478 76,867

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 10,384 10,745

機械装置及び運搬具（純額） 30,296 30,186

工具、器具及び備品（純額） 2,720 3,197

土地 3,830 3,896

建設仮勘定 3,418 6,625

有形固定資産合計 50,648 54,650

無形固定資産 813 788

投資その他の資産   

投資有価証券 11,966 14,889

その他 1,540 1,624

投資その他の資産合計 13,505 16,513

固定資産合計 64,967 71,950

資産合計 140,446 148,818



（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 22,643 23,837

短期借入金 4,456 4,416

未払金 4,864 5,977

未払法人税等 924 1,545

引当金 113 212

その他 1,803 2,481

流動負債合計 34,803 38,468

固定負債   

引当金 1,648 1,561

その他 2,131 3,244

固定負債合計 3,779 4,806

負債合計 38,582 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 78,142 74,748

自己株式 △101 △32

株主資本合計 85,155 81,829

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,994 5,064

繰延ヘッジ損益 3 4

為替換算調整勘定 △3,459 1,462

評価・換算差額等合計 △462 6,530

少数株主持分 17,171 17,185

純資産合計 101,864 105,544

負債純資産合計 140,446 148,818



（２）四半期連結損益計算書 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 152,720

売上原価 131,718

売上総利益 21,002

販売費及び一般管理費 8,218

営業利益 12,784

営業外収益  

受取利息 714

受取配当金 271

持分法による投資利益 66

雑収入 184

営業外収益合計 1,234

営業外費用  

支払利息 102

為替差損 1,776

雑支出 233

営業外費用合計 2,111

経常利益 11,908

特別利益  

固定資産売却益 28

特別利益合計 28

特別損失  

固定資産売却損 0

固定資産廃棄損 23

投資有価証券評価損 3

特別損失合計 26

税金等調整前四半期純利益 11,910

法人税等 3,013

少数株主利益 2,986

四半期純利益 5,911



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 11,910

減価償却費 8,202

売上債権の増減額（△は増加） △1,918

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,135

仕入債務の増減額（△は減少） 870

その他 △931

小計 14,998

利息及び配当金の受取額 1,003

利息の支払額 △102

法人税等の支払額 △3,317

営業活動によるキャッシュ・フロー 12,582

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 △1,039

定期預金の払戻による収入 271

有形固定資産の取得による支出 △7,887

その他 △879

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,534

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） 367

配当金の支払額 △2,355

少数株主への配当金の支払額 △1,262

その他 △32

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,283

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,378

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,612

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 20,959



 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。 

  

 該当事項はありません。 

  

 当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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。 

  

 当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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３四半期連結累計期間の営業利益は、日本で 百万円減少しておりま

す。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

【所在地別セグメント情報】 

  
  

日本 

  

北米 

  

アジア 

  

その他 

  

計 

消去又は 

全社 

  

連結 

  （百万円） （百万円）（百万円）（百万円）（百万円） （百万円） （百万円）

 売上高               

 (1）外部顧客に対

する売上高 
 53,982  33,517  50,313  14,908  152,720 －  152,720

 (2）セグメント間

の内部売上高 
 30,714  82  4,207  52  35,054  △35,054 － 

計  84,696  33,599  54,520  14,960  187,775  △35,054  152,720

営業利益又は営業

損失（△）  
 1,569  △289  7,945  2,401  11,626  1,158  12,784

184

（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。 

  



「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

科目 

前第３四半期連結累計期間 

（自 平成19年４月１日   

 至 平成19年12月31日） 

金額（百万円） 
百分比 

（％） 

Ⅰ 売上高  150,751 100.0 

Ⅱ 売上原価  126,773 84.1 

売上総利益  23,978  15.9 

Ⅲ 販売費及び一般管理費  8,135 5.4 

営業利益  15,843 10.5 

Ⅳ 営業外収益     

１．受取利息及び配当金  812      

２．持分法による投資利益  289      

３．雑収入  349      

営業外収益合計  1,450 1.0 

Ⅴ 営業外費用     

１．支払利息  36      

２．為替差損  272      

３．雑支出  139      

営業外費用合計  447 0.3 

経常利益  16,846 11.2 

Ⅵ 特別利益     

１．固定資産売却益  71      

２．投資有価証券売却益  26      

３．貸倒引当金戻入益  6      

特別利益合計  104 0.1 

Ⅶ 特別損失     

１．固定資産売廃却損  29      

２．製品補修損失  71      

３．投資有価証券評価損  40      

特別損失合計  139 0.1 

税金等調整前四半期純利益  16,810 11.2 

法人税等  3,502 2.3 

少数株主利益  2,914 2.0 

四半期純利益  10,395 6.9 

      



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前第３四半期連結累計期間 

（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年12月31日）

区分 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益  16,810

減価償却費  7,568

売上債権の増加額  △877

たな卸資産の増加額  △3,286

仕入債務の増加額  225

その他  △3,998

小計  16,441

法人税等の支払額  △5,395

その他  785

営業活動によるキャッシュ・フロー  11,831

    

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  △184

有形固定資産の取得による支出  △15,643

その他  119

投資活動によるキャッシュ・フロー  △15,709

    

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  1,987

配当金の支払額  △2,290

少数株主への配当金の支払額  △1,396

その他  15

財務活動によるキャッシュ・フロー  △1,684

   

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  168

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額  △5,394

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四半期末残高  19,892

    



 前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31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。 

  

 前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31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）セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

【所在地別セグメント情報】 

  
  

日本 

  

北米 

  

アジア 

  

その他 

  

計 

消去又は 

全社 

  

連結 

  （百万円） （百万円）（百万円）（百万円）（百万円） （百万円） （百万円）

 売上高               

 (1）外部顧客に対

する売上高 
 59,969  38,428  40,229  12,125  150,751 －  150,751

 (2）セグメント間

の内部売上高 
 34,704  74  3,302  120  38,200  △38,200 － 

計  94,673  38,502  43,531  12,245  188,951  △38,200  150,751

営業費用  89,401  37,632  36,401  9,695  173,129  △38,221  134,908

営業利益  5,272  870  7,130  2,550  15,821  21  15,843
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