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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 122,334 ― 11,306 ― 10,292 ― 682 ―

20年3月期第3四半期 121,586 14.0 13,351 50.9 12,358 48.5 6,809 89.9

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 21.89 20.20
20年3月期第3四半期 218.28 201.51

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 112,096 54,458 40.3 1,449.30
20年3月期 126,969 64,933 42.6 1,733.54

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  45,211百万円 20年3月期  54,078百万円

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  

 ※当年度の期末配当金につきましては、現時点では未定です。  

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 ― 20.00 ― ――― ―――

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 143,000 △11.3 7,300 △55.7 5,100 △65.6 △2,400 △128.0 △76.92

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．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当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。 
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  31,200,000株 20年3月期  31,200,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  4,724株 20年3月期  4,684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  31,195,298株 20年3月期第3四半期  31,195,429株



当第３四半期連結累計期間における連結売上高は122,334百万円（前年同期比0.6％増）となりましたが、為替が

前年より円高で推移したこと等により営業利益は11,306百万円（同15.3％減）、経常利益は10,292百万円（同

16.7％減）となり、欧米地域で固定資産の減損損失を計上したこと等により四半期純利益は682百万円（同90.0％

減）となりました。 

所在地別セグメントの状況につきまして、国内では、主要販売先への販売が減少したこと等により、売上高は

36,135百万円（同2.3％減）となったことに加え、減価償却費の増加や棚卸資産の評価方法の変更影響等により、

営業利益は2,628百万円（同24.3％減）となりました。 

北米地域は、原油価格の高騰による大型車の販売不振や円高による為替換算影響等により、売上高は24,307百万

円（同14.3％減）となり、521百万円の営業損失（前年同期は706百万円の営業利益）となりました。 

欧州地域は、主要取引先への四輪車用製品の販売が順調に推移し、売上高は8,579百万円（前年同期比0.7％増）

となりましたが、減価償却費の増加や為替影響等により、営業利益は100百万円（同80.5％減）となりました。 

アジア地域は、為替換算による大幅なマイナス影響があったものの、主要販売先への二輪車用製品の販売が増加

し、売上高は29,984百万円（同4.1％増）、営業利益は5,712百万円（同19.5％増）となりました。 

南米地域は、主要販売先への二輪車用製品の販売が増加し、売上高は23,328百万円（同23.7％増）となりました

が、減価償却費の増加等により営業利益は3,209百万円（同1.2％減）となりました。 

  ※ 前年同期増減率は、参考として記載しています。 

  

（１）当第３四半期連結会計期間の連結財政状況 

当第３四半期連結会計期間末の総資産合計は、112,096百万円となり前連結会計年度末に比べ14,872百万円減少

いたしました。流動資産は47,276百万円となり、2,717百万円減少いたしました。これは主に売掛金および仕掛品

が減少したことによるものです。固定資産は64,820百万円となり、12,155百万円減少いたしました。これは主に機

械装置及び運搬具が減少したことによるものです。 

負債合計は、57,637百万円となり、4,397百万円減少いたしました。流動負債は41,123百万円となり、8,414百万

円減少いたしました。これは主に短期借入金が減少したことによるものです。固定負債は16,513百万円となり、

4,016百万円増加いたしました。これは主に社債および長期借入金の増加によるものです。 

純資産合計は、54,458百万円となり、10,475百万円減少いたしました。これは主に為替換算調整勘定、少数株主

持分が減少したことによるものです。 

  

（２）当第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は20,523百万円となりました。投資活動の結果

使用した資金は12,786百万円となりました。財務活動の結果減少した資金は4,488百万円となりました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は10,567百万円となりました。 

  

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 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

通期の連結業績予想につきましては、欧米地域での四輪車需要の大幅な落ち込みに加え、国内でも四輪車販売が

急激に減少している状況をふまえ、さらには急激な為替変動の影響等を考慮し、平成20年10月28日に公表いたしま

した業績予想を変更し、連結売上高143,000百万円(前期比11.3%減)、連結営業利益7,300百万円(前期比55.7%減)、

連結経常利益5,100百万円(前期比65.6%減)、連結当期純利益△2,400百万円(前期比128.0%減)を見込んでおりま

す。 

なお、為替レートは、第4四半期の想定レートを1米ドル=100円から90円、1ユーロ=150円から120円に変更してお

ります。 

  



該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

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 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 当社及び国内連結子会社は、通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、総平均法による原価

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、総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277百万円減少しておりま

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 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、営業利益は49百万円増加し、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

増加しております。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。 

④ 所有権移転外ファイナンスリース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審

議会第一部会）平成19年３月30日改正））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

適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））

が平成20年4月1日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることにな

ったことに伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処

理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法に

ついては、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 なお、この変更による影響は軽微であります。 

  

（追加情報） 

当社及び国内連結子会社は、生産性向上による稼働率の上昇及び法人税法の改正を契機として、資産の利用

状況等を見直した結果、第１四半期連結会計期間より、機械装置の耐用年数を従来の10～12年から9年に変更

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297百万円減少しておりま

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。  

  



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 11,757 9,569

受取手形及び売掛金 14,515 16,457

製品 3,710 4,330

原材料 4,975 5,402

仕掛品 3,610 4,615

貯蔵品 4,877 4,935

繰延税金資産 521 909

その他 3,348 3,788

貸倒引当金 △40 △14

流動資産合計 47,276 49,994

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 23,364 23,096

減価償却累計額 △11,925 △10,651

建物及び構築物（純額） 11,438 12,444

機械装置及び運搬具 133,221 142,904

減価償却累計額 △100,747 △101,800

機械装置及び運搬具（純額） 32,474 41,104

工具、器具及び備品 7,213 7,022

減価償却累計額 △5,208 △5,011

工具、器具及び備品（純額） 2,005 2,010

土地 3,742 4,428

建設仮勘定 3,471 4,557

有形固定資産合計 53,132 64,546

無形固定資産   

ソフトウエア 536 598

のれん 10 13

その他 16 23

無形固定資産合計 563 635

投資その他の資産   

投資有価証券 2,829 4,114

出資金 3,449 2,617

長期貸付金 26 19

繰延税金資産 2,704 3,177

その他 2,182 1,932

貸倒引当金 △68 △67

投資その他の資産合計 11,124 11,794

固定資産合計 64,820 76,975

資産合計 112,096 126,969



（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 10,715 11,696

短期借入金 14,275 21,462

未払金 4,717 5,859

未払費用 6,187 5,578

未払法人税等 2,006 2,300

繰延税金負債 233 242

賞与引当金 929 1,282

役員賞与引当金 35 34

製品補償引当金 173 196

その他 1,850 884

流動負債合計 41,123 49,537

固定負債   

社債 13,000 10,000

長期借入金 1,252 702

繰延税金負債 93 31

退職給付引当金 1,560 1,373

役員退職慰労引当金 207 202

その他 399 186

固定負債合計 16,513 12,497

負債合計 57,637 62,035

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,973 2,973

資本剰余金 2,714 2,714

利益剰余金 42,733 43,299

自己株式 △5 △5

株主資本合計 48,416 48,982

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 939 1,721

為替換算調整勘定 △4,144 3,374

評価・換算差額等合計 △3,205 5,095

少数株主持分 9,247 10,855

純資産合計 54,458 64,933

負債純資産合計 112,096 126,969



（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 122,334

売上原価 101,394

売上総利益 20,939

販売費及び一般管理費 9,633

営業利益 11,306

営業外収益  

受取利息 202

受取配当金 124

受取賃貸料 16

その他 357

営業外収益合計 700

営業外費用  

支払利息 702

社債利息 0

固定資産除却損 52

為替差損 711

社債発行費 61

その他 185

営業外費用合計 1,714

経常利益 10,292

特別利益  

固定資産売却益 45

特別利益合計 45

特別損失  

固定資産売却損 39

固定資産除却損 41

減損損失 3,378

投資有価証券売却損 7

特別損失合計 3,465

税金等調整前四半期純利益 6,872

法人税、住民税及び事業税 3,784

法人税等調整額 812

法人税等合計 4,597

少数株主利益 1,591

四半期純利益 682



（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 6,872

減価償却費 11,540

減損損失 3,378

社債発行費 61

のれん償却額 3

貸倒引当金の増減額（△は減少） 31

賞与引当金の増減額（△は減少） △311

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 0

製品補償引当金の増減額（△は減少） △9

退職給付引当金の増減額（△は減少） 162

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4

受取利息及び受取配当金 △326

支払利息 702

社債利息 0

為替差損益（△は益） 150

有形固定資産除売却損益（△は益） 87

売上債権の増減額（△は増加） 77

たな卸資産の増減額（△は増加） 229

仕入債務の増減額（△は減少） △156

その他 2,362

小計 24,862

利息及び配当金の受取額 373

利息の支払額 △758

法人税等の支払額 △3,953

営業活動によるキャッシュ・フロー 20,523

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 △1,697

有形固定資産の取得による支出 △10,440

有形固定資産の売却による収入 307

無形固定資産の取得による支出 △94

投資有価証券の取得による支出 △39

貸付金の回収による収入 14

貸付けによる支出 △23

子会社出資金の取得による支出 △831

その他 19

投資活動によるキャッシュ・フロー △12,786



（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) 

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） △5,381

長期借入れによる収入 999

長期借入金の返済による支出 △501

社債の発行による収入 2,938

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △1,185

少数株主への配当金の支払額 △1,262

その他 △94

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,488

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,245

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3

現金及び現金同等物の期首残高 10,564

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,567



 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、自動車足廻り用ボールジョイント、自動車エンジン用カムシャフト等の輸送用機器部品の製

造・販売を主事業としている専門メーカーであり、事業の種類を大別すると部品部門とその他に分類されます

が、部品部門における売上高、営業損益及び資産の金額はいずれも全体の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。  

  

（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〕 

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．地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦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…………アメリカ、カナダ 

(2）欧州…………イギリス、ハンガリー 

(3）アジア………インドネシア、タイ、インド 

(4）南米…………ブラジル 

３．本セグメント情報の金額は消費税等抜きで表示しております。 

４．会計処理方法の変更 

 （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、営業利益が日本で277

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。この変更に伴い、従来の方法によっ

た場合に比べて、営業利益がアジアで1百万円減少、南米で51百万円増加しております。 

５．追加情報  

 （有形固定資産の耐用年数の変更） 

「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、第１

四半期連結会計期間より、機械装置の耐用年数を変更しております。この変更に伴い、従来の方法によ

った場合と比べて、営業利益が日本で297百万円減少しております。 

  

  
日本 北米 欧州 アジア 南米 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） （百万円）

 売上高                 

(1）外部顧客に対する

売上高 
36,135 24,307 8,579 29,984 23,328 122,334 － 122,334

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替高 
16,003 332 431 544 34 17,346 (17,346) －

計 52,138 24,639 9,011 30,529 23,362 139,681 (17,346) 122,334

 営業損益 2,628 (521) 100 5,712 3,209 11,128 177 11,306



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．地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦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………………アメリカ、カナダ 

(2）欧州………………イギリス、ハンガリー、ドイツ、フランス、ポーランド 

(3）アジア……………インドネシア、タイ、インド、中国 

(4）南米………………ブラジル 

(5）その他 

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。 

  

〔海外売上高〕 

  北米 欧州 アジア 南米 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 24,194 8,544 31,282 23,252 189 87,465

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － － － 122,334

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める割合（％） 19.8 7.0 25.6 19.0 0.2 71.5

（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等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

  

  

科目 

前年同四半期
（平成20年３月期 
第３四半期） 

金額（百万円）

Ⅰ 売上高  121,586

Ⅱ 売上原価  98,592

売上総利益  22,994

Ⅲ 販売費及び一般管理費  9,642

 営業利益  13,351

Ⅳ 営業外収益  761

 １．受取利息  212

 ２．受取配当金  117

 ３．為替差益  118

 ４．その他  313

Ⅴ 営業外費用  1,754

 １．支払利息  1,439

 ２．社債利息  16

 ３．固定資産除却損  102

 ４．その他  195

 経常利益  12,358

 Ⅵ 特別利益  60

 Ⅶ 特別損失  80

税金等調整前四半期純利益  12,338

 法人税、住民税及び事業税  3,326

 法人税等調整額  779

 少数株主利益  1,423

四半期純利益  6,809



（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（平成19年４月１日～12月31日） 

  

  
前年同四半期

（平成20年３月期 
第３四半期） 

区分 金額（百万円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前当期純利益  12,338

 減価償却費  12,050

 受取利息及び受取配当金 △329

 支払利息  1,439

 賞与引当金の増減額（減少：△） △326

 売上債権の増減額（増加：△） △2,939

 たな卸資産の増減額（増加：△） △344

 仕入債務の増減額  912

 その他  1,177

小計  23,978

 利息及び配当金の受取額  377

 利息の支払額 △1,568

 法人税等の支払額 △4,361

営業活動によるキャッシュ・フロー  18,426

    

Ⅱ 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 △12,175

 有形固定資産の売却による収入  431

 その他 △549

投資活動によるキャッシュ・フロー △12,294

    

Ⅲ 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  3,662

 長期借入れによる収入  220

 長期借入金の返済による支出 △5,325

 その他 △4,972

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,415

    

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  935

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  651

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  9,643

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  10,294
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