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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 136,790 △13.4 779 △88.1 658 △90.1 △2,281 ―

20年3月期 158,042 4.3 6,549 △4.9 6,631 △0.7 4,325 △4.3

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 △88.80 ― △6.3 0.6 0.5
20年3月期 168.37 159.75 11.2 5.3 4.1

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  △5百万円 20年3月期  47百万円

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 108,710 38,671 30.2 1,279.04
20年3月期 121,303 46,056 32.6 1,538.85

（参考） 自己資本   21年3月期  32,862百万円 20年3月期  39,537百万円

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 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 11,397 △11,515 3,492 6,553
20年3月期 25,824 △21,821 △2,416 3,752

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 7.50 ― 12.50 20.00 513 11.9 1.3
21年3月期 ― 10.00 ― 5.00 15.00 385 ― 1.1

22年3月期 
（予想）

― 5.00 ― 5.00 10.00 ―

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
連結累計期間

49,000 △34.1 △2,900 ― △2,700 ― △2,300 ― △89.52

通期 107,000 △21.8 △2,000 ― △1,700 ― △1,800 ― △70.06

－1－



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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(注) 詳細は、20ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

(注) １株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、27ページ「１株当たり情報」をご覧下さい。 

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 25,750,830株 20年3月期 25,750,830株

② 期末自己株式数 21年3月期  58,088株 20年3月期  58,000株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 60,493 △12.0 △1,051 ― 336 △88.8 △2,596 ―

20年3月期 68,718 △6.5 2,088 △50.7 3,016 △35.7 1,657 △41.1

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 △101.04 ―

20年3月期 64.53 61.23

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 64,204 27,908 43.5 1,086.22
20年3月期 66,011 31,490 47.7 1,225.66

（参考） 自己資本 21年3月期  27,908百万円 20年3月期  31,490百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記に記載した予想数値は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後様々な要因によって
予想数値と異なる結果となる可能性があります。 

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

第2四半期 
累計期間

20,000 △34.4 △2,300 ― △2,300 ― △2,400 ― △93.41

通期 44,000 △27.3 △3,300 ― △3,000 ― △3,300 ― △128.44

－2－



当連結会計年度における当社グループを取り巻く経済環境は、資源や原材料価格の高騰から世界的に

インフレやスタグフレーションが懸念された夏迄とは一変し秋以降は世界的金融危機を契機に信用不安

が蔓延し各国の株式市場で株価が急落、各産業で需要が急減速したことに加え為替相場では円が急騰す

るなど不安定な経済環境は年間を通じて企業収益を直撃いたしました。 

自動車業界においても鋼材価格の上昇が収益に与えるインパクトは大きく、加えて夏にかけてのガソ

リン価格の急騰が先進国市場での需要減少を促しました。さらに世界的金融危機以降は、販売台数の急

減を受けて自動車メーカーの生産調整が急速に進み、自動車部品業界においても受注が大きく減少する

こととなりました。 

このような中、当連結会計年度において当社グループは、これまで培った技術力とグローバル展開を

活かし、主力得意先の新型車部品及び新規部品の受注拡大を図るとともに、ＳＱＣＤ(安全、品質、コ

スト、納期)体質の強化、開発力の強化、海外事業の強化、人材育成などの強固な経営基盤づくりを推

し進めてまいりました。 

生産面においては、日本では合併シナジー効果創出のため生産拠点の再編も視野に高効率な生産体質

作りを進める中で、東京工場を閉鎖し同工場の生産品目を他拠点に集約することとしました。タイ及び

インドでは将来の新ビジネス拡大や生産能力充当のため工場の増築やプレス機の導入を行いました。ま

た、現在の経営環境を踏まえグローバルに投資の優先順位を見直し、計画の凍結及び延期などを行って

おります。開発技術面においては、２ヶ所に分散配置していた開発拠点を福島県郡山市に集約し、グロ

ーバル生産車種の開発体制を強化するとともに当社グループにおける生産設備や治工具の仕様統一を順

次進め、金型及び溶接設備のコストダウンを図っております。海外事業においては、グループ各社の生

産基盤並びに技術基盤を強化するためにＳＱＣＤ全領域における日本からグループ各社への支援体制を

強化、各拠点のコスト優位性を検証し相互補完体制の構築を進めております。 

このような結果、当連結会計年度における経営成績は秋以降の主力得意先の生産調整が大きく影響し

売上高1,367億90百万円(前期比13.4％減)、営業利益７億79百万円(同88.1％減)、経常利益６億58百万

円(同90.1％減)となりました。また、持分法適用関連会社であるユー ワイ ティ リミテッドに関して

同社ののれん相当額を減損処理するとともに同社に対する貸付金及び債務保証を引当処理したことによ

る総額９億55百万円、保有株式の時価下落を受けて投資有価証券評価損１億82百万円を特別損失に計上

し、さらには繰延税金資産の回収可能性を検討した結果、回収が見込めない部分を取崩し16億29百万円

を法人税等調整額に計上したことなどにより当期純損失は22億81百万円(前期は当期純利益43億25百万

円)となりました。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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所在地別セグメント状況につきましては、日本においては、主力得意先の生産調整により特に大型車

向け部品の受注が急減したことなどによって売上高604億93百万円（前期比12.0％減）、営業損失10億

51百万円（前期は営業利益20億88百万円）となりました。北米においても、主力得意先の急激な生産調

整に加え為替換算上の影響もあり売上高491億33百万円（前期比26.7％減）、営業損失９億76百万円

（前期は営業利益８億57百万円）となりました。アジアにおいては、中国政府の景気刺激策の効果もあ

り特に中国で自動車需要が堅調に推移したことなどから売上高364億14百万円（前期比5.2％増）、営業

利益33億69百万円（同5.6％減）となりました。 

今後の見通しにつきましては、日本をはじめ主要諸国が実施する経済対策に期待するものの、効果が

波及し本格回復に至るまでには時間を要するものと思われます。自動車業界においては、日本では政府

による減税や購入補助金が需要を喚起し当面は生産が底ばいで推移することが見込まれますが、世界的

には 大市場である北米の需要回復に困難も予想され、さらには環境負荷低減に向けた技術開発がかつ

てないスピードで進むという構造変化にも直面し、業種を超えた連携や業界内の合従連衡により勢力地

図が大きく変ろうとしています。 

このような環境のもと、通期連結業績見通しにつきましては年間総生産台数の減少を前提とし、売上

高1,070億円、営業損失20億円、経常損失17億円、当期純損失18億円を見込んでおります。 

  

① 資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末の総資産は、1,087億10百万円(前期比125億93百万円減)となりました。これは、受

取手形及び売掛金が減少したものの経済環境を考慮し手元流動性を高めるために現金及び預金を増額し

たことで流動資産は横ばいだった一方で固定資産の償却が進み併せて設備投資を抑制したことによって

有形固定資産が減少したこと及び繰延税金資産の取崩しや投資有価証券の含み益の減少などによるもの

であります。 

純資産は、当期純損失の計上や評価換算差額等の減少により386億71百万円(同73億85百万円減）、自

己資本比率は30.2％(同2.4ポイントのマイナス)となりました。 

② キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、仕入債務の減少やたな卸資

産の増加、有形固定資産の取得などによる資金の減少がありましたが、短期借入金の増加、長期借入れ

や社債の発行による収入などによる資金の増加によって65億53百万円(前期比28億１百万円増)となりま

した。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動の結果得られた資金は、売上債権の減少や減価償却費による資金の増加がありましたが、税

金等調整前当期純損失や仕入債務の減少などにより前期と比べ144億26百万円(55.9％)減少の113億97百

万円となりました。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果支出した資金は、有形固定資産の取得などがありましたが、前期に比べ103億５百万

円(47.2％)減少の115億15百万円となりました。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動の結果得られた資金は、短期借入金の増加、長期借入れや社債の発行による収入などによっ

て34億92百万円(前期は24億16百万円の支出)となりました。 

(2) 財政状態に関する分析
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
 自己資本比率：自己資本／総資産 
 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 
 キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 
 インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

 
  

  

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営上の重要な施策の一つと位置付けており、経営成績等を

勘案して安定的な配当を実施してまいりました。今後も自己資本利益率(ＲＯＥ)の向上に努めるととも

に、経営環境や業績、今後の事業展開及び設備投資等を総合的に勘案したうえで、株主の皆様に長期に

亘り安定的に業績に応じた成果の配分を実施することを基本方針としてまいります。また、内部留保金

につきましては、海外事業展開や新規開発車種に対する設備投資資金に充当し将来にわたる企業価値向

上と株主利益確保のための事業展開に役立てることとしております。 

当期の配当金につきましては、既に中間配当として10円をお支払しておりますが、平成21年２月12日

付「減損処理に伴う特別損失の計上及び平成21年３月期通期(連結・個別)業績予想の修正並びに平成21

年３月期 期末配当予想の修正に関するお知らせ」で発表いたしましたとおり、当期の業績が大幅な減

益となったこと及び不透明な経営環境の中で強固な財務体質を維持していくことを理由として期末配当

は５円を予定しております。これにより年間配当は前期に比べ５円減額の年間15円となります。 

次期の配当金につきましては、中間配当５円、期末配当５円の年間10円を予定しております。 

  

  

平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期

自己資本比率 47.8％ 47.8％ 29.5％ 32.6％ 30.2％

時価ベースの自己資本比率 25.8％ 60.1％ 59.9％ 17.1％ 7.9％

キャッシュ・フロー対有利子
 負債比率

2.1年 2.4年 2.7年 1.6年 3.7年

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

46.0倍 31.8倍 13.6倍 16.3倍 11.6倍

(注) 1. いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。
2. 株式時価総額は自己株式数を除く発行済株式数をベースに計算しています。
3. キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用しています。
4. 有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としています。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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近の有価証券報告書(平成20年６月25日提出)における「事業系統図(事業の内容)」及び「関係会社

の状況」から重要な変更がないため開示を省略します。 

  

  

平成20年３月期 決算短信(平成20年４月25日開示)により開示を行った内容から重要な変更がないた

め開示を省略します。 

当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

http://www.h1-co.jp/investors/index.html 

（ジャスダック証券取引所ホームページ（JASDAQインターネット開示システム）) 

http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/ 
  

当社グループの３ヵ年（平成21年３月期～平成23年３月期）の中期経営方針における課題は次のとお

りであります。 

① 安全と環境を 優先する企業活動 

安全で快適な職場環境づくりはもとより、環境に対する企業責任を全うするために温暖化ガス排出削

減を進めてまいります。 

② 高品質製品の供給 

「桁違い品質の必達」を掲げ、当社グループ内における品質管理手法の統一を図るとともに、上流の

開発領域から生産領域に亘る品質の一元管理を進化させ工程保証力強化を進めてまいります。 

③ 生産体質改革 

燃費性能に優れた小型車にエンドユーザーの需要が国際的にシフトする中、生産体質改革を更に進め

るとともに、合併以来取り組んでおります新生産管理システムの定着をグローバルに進めてまいりま

す。 

④ 効率的な開発体制 

金型・溶接設備に関して、その仕様や機能を当社グループにおいて統一し、グループ内相互補完体制

の構築を進めてまいります。また、開発拠点の 適配置を進め、技と知識そしてデータの集積を図り、

高効率な開発体制を構築してまいります。 

⑤ 人材育成 

自動車業界のグローバル化に対応するためには、「人」の育成が急務であります。当社グループ内で

人材交流を積極的に進めるとともに、将来を見据えグローバルに活躍できるマネジメント層、技術者層

の育成を進めてまいります。 
  

また、世界的金融危機を契機とした世界的な不況の中で自動車需要は先進国を中心に急速に落ち込

み、当社グループの生産活動に大きな影響を与えております。このような経営環境の激変を踏まえ、当

社グループでは事業計画を迅速に実行するとともに優先順位の見直しによる投資や費用の圧縮、非効率

性の徹底排除などにより現下の利益創出を図り、更には需要回復局面において今まで以上に成長を果た

すべくコスト構造の再構築を行ってまいります。 

  

2. 企業集団の状況

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針、(2) 目標とする経営指標、(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題
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4.【連結財務諸表】 
(1)【連結貸借対照表】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,952 6,853

受取手形及び売掛金 19,313 16,795

たな卸資産 9,740 ※1  10,135

繰延税金資産 937 255

その他 2,623 2,549

流動資産合計 ※3  36,568 ※3  36,589

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 33,281 32,169

減価償却累計額 △14,241 △15,098

建物及び構築物（純額） 19,039 17,071

機械装置及び運搬具 91,177 89,641

減価償却累計額 △59,124 △61,747

機械装置及び運搬具（純額） 32,052 27,894

工具、器具及び備品 91,140 93,249

減価償却累計額 △77,015 △81,009

工具、器具及び備品（純額） 14,125 12,239

土地 4,630 4,580

建設仮勘定 8,453 5,857

有形固定資産合計 ※3  78,300 ※3  67,643

無形固定資産   

ソフトウエア ※3  285 ※3  306

その他 360 23

無形固定資産合計 645 329

投資その他の資産   

投資有価証券 ※2  4,967 ※2  3,568

長期貸付金 158 108

繰延税金資産 307 －

その他 ※3  358 ※3  562

貸倒引当金 △4 △90

投資その他の資産合計 5,788 4,148

固定資産合計 84,734 72,120

資産合計 121,303 108,710
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 19,111 13,412

短期借入金 13,700 16,342

1年内償還予定の社債 100 300

1年内返済予定の長期借入金 6,568 5,614

未払金 1,155 1,574

未払法人税等 982 290

賞与引当金 1,211 985

設備関係支払手形 404 1,054

その他 3,904 2,762

流動負債合計 47,139 42,337

固定負債   

社債 150 850

転換社債型新株予約権付社債 5,000 5,000

長期借入金 15,905 13,798

繰延税金負債 472 1,609

退職給付引当金 2,720 2,957

役員退職慰労引当金 230 343

債務保証損失引当金 － 351

負ののれん ※5  2,995 ※5  1,996

その他 633 794

固定負債合計 28,107 27,701

負債合計 75,246 70,039

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,240 3,240

資本剰余金 12,237 12,237

利益剰余金 24,014 21,237

自己株式 △36 △36

株主資本合計 39,455 36,678

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 306 △101

為替換算調整勘定 △224 △3,714

評価・換算差額等合計 82 △3,816

少数株主持分 6,519 5,808

純資産合計 46,056 38,671

負債純資産合計 121,303 108,710
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(2)【連結損益計算書】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 158,042 136,790

売上原価 139,651 124,746

売上総利益 18,391 12,043

販売費及び一般管理費 ※1, ※2  11,842 ※1, ※2  11,264

営業利益 6,549 779

営業外収益   

受取利息 107 45

受取配当金 98 93

負ののれん償却額 998 998

持分法による投資利益 47 －

為替差益 29 －

保険返戻金 265 －

その他 165 218

営業外収益合計 1,712 1,355

営業外費用   

支払利息 1,588 980

持分法による投資損失 － 5

為替差損 － 459

その他 42 29

営業外費用合計 1,630 1,475

経常利益 6,631 658

特別利益   

固定資産売却益 ※3  56 ※3  27

子会社清算益 30 －

前期損益修正益 48 －

特別利益合計 134 27

特別損失   

固定資産廃棄損 ※4  314 ※4  235

固定資産売却損 ※5  6 ※5  6

たな卸資産評価損 47 －

投資有価証券評価損 259 182

持分法による投資損失 － 518

債務保証損失引当金繰入額 － 351

貸倒引当金繰入額 － 86

特別損失合計 627 1,380

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

6,138 △693

法人税、住民税及び事業税 1,845 △671

法人税等調整額 △153 2,522

法人税等合計 1,692 1,850

少数株主利益又は少数株主損失（△） 120 △262

当期純利益又は当期純損失（△） 4,325 △2,281
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 3,240 3,240

当期末残高 3,240 3,240

資本剰余金   

前期末残高 12,237 12,237

当期変動額   

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 0 0

当期末残高 12,237 12,237

利益剰余金   

前期末残高 20,189 24,014

当期変動額   

剰余金の配当 △501 △578

当期純利益又は当期純損失（△） 4,325 △2,281

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － 82

当期変動額合計 3,824 △2,776

当期末残高 24,014 21,237

自己株式   

前期末残高 △35 △36

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △36 △36

株主資本合計   

前期末残高 35,631 39,455

当期変動額   

剰余金の配当 △501 △578

当期純利益又は当期純損失（△） 4,325 △2,281

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － 82

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 3,823 △2,776

当期末残高 39,455 36,678
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 1,223 306

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △916 △408

当期変動額合計 △916 △408

当期末残高 306 △101

為替換算調整勘定   

前期末残高 870 △224

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,095 △3,490

当期変動額合計 △1,095 △3,490

当期末残高 △224 △3,714

評価・換算差額等合計   

前期末残高 2,094 82

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,012 △3,898

当期変動額合計 △2,012 △3,898

当期末残高 82 △3,816

少数株主持分   

前期末残高 7,456 6,519

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △937 △710

当期変動額合計 △937 △710

当期末残高 6,519 5,808

純資産合計   

前期末残高 45,182 46,056

当期変動額   

剰余金の配当 △501 △578

当期純利益又は当期純損失（△） 4,325 △2,281

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － 82

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 0 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,949 △4,608

当期変動額合計 874 △7,385

当期末残高 46,056 38,671
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

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又は税金等調整前当期純
損失（△）

6,138 △693

減価償却費 16,638 16,112

負ののれん償却額 △998 △998

賞与引当金の増減額（△は減少） 11 △221

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △40 －

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 27 113

退職給付引当金の増減額（△は減少） 113 249

受取利息及び受取配当金 △205 △138

支払利息 1,588 980

持分法による投資損益（△は益） △47 523

固定資産売却損益（△は益） △49 △21

固定資産廃棄損 314 235

投資有価証券評価損益（△は益） 259 182

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） － 351

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 86

売上債権の増減額（△は増加） 4,068 987

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,587 △934

仕入債務の増減額（△は減少） △496 △4,637

その他 785 321

小計 29,696 12,498

利息及び配当金の受取額 205 138

利息の支払額 △1,591 △980

法人税等の支払額 △2,486 △259

営業活動によるキャッシュ・フロー 25,824 11,397

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 △200 －

定期預金の払戻による収入 105 －

有形固定資産の取得による支出 △21,635 △12,207

有形固定資産の売却による収入 390 380

無形固定資産の取得による支出 △116 △233

投資有価証券の取得による支出 △47 △107

その他 △318 652

投資活動によるキャッシュ・フロー △21,821 △11,515
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３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） △9,195 4,965

長期借入れによる収入 6,833 3,256

長期借入金の返済による支出 △4,287 △5,052

新株予約権付社債の発行による収入 5,000 －

社債の発行による収入 － 1,000

社債の償還による支出 △250 △100

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △501 △578

少数株主への配当金の支払額 △14 －

その他 0 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,416 3,492

現金及び現金同等物に係る換算差額 75 △573

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,662 2,800

現金及び現金同等物の期首残高 2,089 3,752

現金及び現金同等物の期末残高 ※  3,752 ※  6,553
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 該当事項はありません。 

  

  

   

(5)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項 ① 連結子会社  ９社

 ケー・ティ・エイチ・パーツイン

ダストリーズ・インコーポレーテ

ッド

 カライダ・マニュファクチャリン

グ・インコーポレーテッド

 ケー・ティ・エイチ・リーズバー

グ・プロダクツ・リミテッド・ラ

イアビリティ・カンパニー

 ケー・ティ・エイチ・シェルバー

ン・マニュファクチャリング・イ

ンコーポレーテッド

 広州愛機汽車配件有限公司

 清遠愛機汽車配件有限公司

 武漢愛機汽車配件有限公司

 エイチワン・パーツ（タイラン

ド）カンパニー・リミテッド

 エイチワン・インディア・プライ

ベート・リミテッド

①       同左

② 非連結子会社

 ――――

   なお、前連結会計年度末にお

いて非連結子会社であったホン

ゴウ・アメリカ・コーポレーシ

ョンは、当連結会計年度中に清

算が完了しました。

②     ――――

   

２ 持分法の適用に関する事項 ① 持分法適用関連会社 １社

  ユー ワイ ティ リミテッド

① 持分法適用関連会社 １社

  ユー ワイ ティ リミテッド

②  持分法を適用しない非連結子会

社及び関連会社

 非連結子会社

 ――――

 関連会社

  ヒラタ ヤチヨ リーシング リミ

テッド

  シー・エヌ・シー・ディーテッ

クス・カンパニー・リミテッド
  
   なお、前連結会計年度末にお

いて非連結子会社であったホン

ゴウ・アメリカ・コーポレーシ

ョンは、当連結会計年度中に清

算が完了しました。

② 持分法を適用しない関連会社

  ヒラタ ヤチヨ リーシング リミ

テッド

  シー・エヌ・シー・ディーテッ

クス・カンパニー・リミテッド
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 持分法を適用しない理由

   関連会社２社は、それぞれ連

結純損益(持分に見合う額)及び

利益剰余金(持分に見合う額)等

が、連結財務諸表に重要な影響

を及ぼさないため、持分法の範

囲から除外しております。

 持分法を適用しない理由

同左

③ 持分法適用会社のうち、決算日

が連結決算日と異なる会社につ

いては、各社の会計期間に係る

財務諸表を使用しております。

③       同左

④ のれん相当額は、20年間で均等

償却を行っております。

④       同左

３ 連結子会社の事業年度等に

関する事項

 連結子会社のうち、エイチワン・

パーツ（タイランド）カンパニー・

リミテッド、広州愛機汽車配件有限

公司、清遠愛機汽車配件有限公司及

び武漢愛機汽車配件有限公司の決算

日は12月31日であります。 

 連結財務諸表の作成に当たって

は、同決算日現在の財務諸表を使用

しております。  

 ただし、連結決算日と上記決算日

(12月31日)との間に発生した重要な

取引については、連結上必要な調整

を行っております。 

同左

４ 会計処理基準に関する事項

 (1) 重要な資産の評価基準及

び評価方法

① 有価証券

  その他有価証券

   時価のあるもの

    決算日の市場価格等に基づ

く時価法(評価差額は、全部

純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法

により算定)

① 有価証券

  その他有価証券

   時価のあるもの

同左

   時価のないもの

    移動平均法による原価法

   時価のないもの

同左

② デリバティブ

  時価法

② デリバティブ

同左

③ たな卸資産

   製品、仕掛品及び原材料につ

いては、主として総平均法によ

る原価法、貯蔵品については、

終仕入原価法による原価法に

よっております。

③ たな卸資産

   評価基準は主として原価法(収

益性の低下による簿価切下げの

方法)によっております。

  ａ 製品、仕掛品及び原材料

     主として総平均法

  ｂ 貯蔵品

     終仕入原価法
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 (会計方針の変更)

   親会社は、当連結会計年度よ

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日公表分)を適用

しております。

   この変更に伴い、従来によっ

た場合に比べ、売上総利益、営

業利益、経常利益がそれぞれ190

百万円減少し税金等調整前当期

純損失が同額増加しておりま

す。 

 なお、セグメント情報に与え

る影響については、当該箇所に

記載しております。

 (2) 重要な減価償却資産の減

価償却の方法

① 有形固定資産

   親会社は、建物、工具・器具

及び備品は定額法、構築物、機

械及び装置、車両運搬具は定率

法を採用しております。  

 また、在外連結子会社は、主

として定額法を採用しておりま

す。

  (会計方針の変更)

   親会社は、法人税法の改正

((所得税法等の一部を改正する

法律 平成19年３月30日 法律第

６号)及び(法人税法施行令の一

部を改正する政令 平成19年３月

30日 政令第83号))に伴い、当連

結会計年度より、平成19年４月

１日以降に取得したものについ

ては、改正後の法人税法に基づ

く方法に変更しております。

   この変更に伴い、従来の方法

によった場合に比べ、営業利

益、経常利益、税金等調整前当

期純利益がそれぞれ183百万円少

なく計上されております。 

   なお、セグメント情報に与え

る影響については、当該箇所に

記載しております。

  (追加情報)

   親会社は当連結会計年度よ

り、平成19年３月31日以前に取

得したものについては、償却可

能限度額まで償却が終了した翌

年から５年間で均等償却する方

法によっております。

① 有形固定資産 

  (リース資産を除く)

   親会社は、建物、工具・器具

及び備品は定額法、構築物、機

械及び装置、車両運搬具は定率

法を採用しております。  

 また、在外連結子会社は、主

として定額法を採用しておりま

す。
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

   これにより、営業利益、経常

利益、税金等調整前当期純利益

はそれぞれ493百万円少なく計上

されております。

   なお、セグメント情報に与え

る影響については、当該箇所に

記載しております。

② 無形固定資産

   定額法を採用しております。

なお、ソフトウェア(自社利用)

については、社内における見込

利用可能期間(５年)に基づく定

額法を採用しております。

② 無形固定資産

同左

③ リース資産

  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

   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、親会社は、リース取引

会計基準の改正適用初年度開始

前の所有権移転外ファイナン

ス・リース取引について、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。

 (3) 重要な引当金の計上基準 ① 貸倒引当金

   債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別

に回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上しております。

① 貸倒引当金

同左

② 賞与引当金

   親会社は、従業員に対して支

給する賞与に充てるため、翌連

結会計年度支払予定額のうち当

連結会計年度に属する支給対象

期間に見合う金額を計上してお

ります。

② 賞与引当金

同左

③ 役員賞与引当金

   親会社は、役員の賞与の支払

に備えるため、支払見込額を計

上しております。

③ 役員賞与引当金

  同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

④ 退職給付引当金

     親会社及び一部の連結子会社

は、従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務及び年金資産の

見込額に基づき、当連結会計年

度末において発生していると認

められる額を計上しておりま

す。

     旧株式会社ヒラタにかかる会

計基準変更時差異については、

15年による按分額を費用処理し

ております。

     数理計算上の差異について

は、その発生時の従業員の平均

残存勤務期間内の一定の年数に

よる按分額をそれぞれ発生の翌

連結会計年度より費用処理して

おります。

④ 退職給付引当金

     従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当連結会計年度

末において発生していると認め

られる額を計上しております。

     旧株式会社ヒラタにかかる会

計基準変更時差異については、

15年による按分額を費用処理し

ております。

   また、親会社が平成20年10月

に退職金規程を改定したことに

伴い発生した過去勤務債務につ

いては、その発生時の従業員の

平均残存勤務期間内の一定の年

数による按分額を費用処理して

おります。

     数理計算上の差異について

は、その発生時の従業員の平均

残存勤務期間内の一定の年数に

よる按分額をそれぞれ発生の翌

連結会計年度より費用処理して

おります。

⑤ 役員退職慰労引当金

   親会社は、役員の退職慰労金

の支給に備えるため、内規によ

る当連結会計年度末要支給額を

計上しております。

⑤ 役員退職慰労引当金

同左

―――― ⑥ 債務保証損失引当金

   債務保証に係る損失に備える

ため被保証者の財政状態等を勘

案し、損失見込額を計上してお

ります。

 (4) 重要なリース取引の処理

方法

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

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

会計処理によっております。

――――
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 (5) 重要なヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法

   金利スワップについては、特

例処理の要件を満たしておりま

すので、特例処理を採用してお

ります。

   また、為替予約が付されてい

る外貨建金銭債権債務等につい

ては、振当処理を行っておりま

す。

① ヘッジ会計の方法

同左

② ヘッジ手段とヘッジ対象

  ヘッジ手段

  …金利スワップ

   為替予約

  ヘッジ対象

  …借入金の利息

   外貨建金銭債権債務等

② ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

③ ヘッジ方針

   借入金の金利変動リスクを回

避する目的で金利スワップ取引

を行っております。

   また、外貨建取引の為替相場

の変動リスクを回避する目的で

為替予約を行っております。

③ ヘッジ方針

同左

④ ヘッジ有効性評価の方法

   金利スワップについては、特

例処理の要件を満たしているた

め、有効性の評価を省略してお

ります。

   為替予約に関しては、外貨建

による同一金額で同一期日の為

替予約をそれぞれ振当てている

ため、その後の為替相場の変動

による相関関係は完全に確保さ

れているので、決算日における

有効性の評価を省略しておりま

す。

④ ヘッジ有効性評価の方法

同左

 (6) その他連結財務諸表作成

のための重要な事項

 消費税等の会計処理は、税抜方式

によっております。

同左

５ 連結子会社の資産及び負債

の評価に関する事項

 連結子会社の資産及び負債の評価

については、全面時価評価法を採用

しております。

同左

６ のれん及び負ののれんの償

却に関する事項

 のれん及び負ののれんは、５年間

で均等償却を行っております。

同左

７ 連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲

 連結キャッシュ・フロー計算書に

おける「現金及び現金同等物」は、

手許現金、随時引出し可能な預金及

び取得日から３ヶ月以内に満期日が

到来する定期性預金からなっており

ます。

同左
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(7)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 ――――――――

 

(リース取引に関する会計基準等)

 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、当連結会計年度より、「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))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。

 なお、親会社は、リース取引開始日が適用初年度前の

所有権移転外ファイナンス・リース取引について、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。 

この変更が、当連結会計年度の損益に与える影響はあ
りません。

 ―――――――― (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)

 当連結会計年度より、「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、連結上必要な修

正を行っております。

 この変更が当連結会計年度の営業利益、経常利益及び

税金等調整前当期純利益に与える影響は軽微でありま

す。
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(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(平成21年３月31日)

        ―――――――― ※１ たな卸資産の内訳

商品及び製品 4,243百万円

仕掛品 3,035

原材料及び貯蔵品 2,856

計 10,135

※２ 関連会社に対するものは、次のとおりです。

投資有価証券(株式) 1,319百万円

※２ 関連会社に対するものは、次のとおりです。

投資有価証券(株式) 739百万円

 

※３ 資産につき設定している担保権の明細

 ① 担保に供している資産

現金及び預金 38百万円

受取手形及び売掛金 369

たな卸資産 361

建物及び構築物 1,571

機械装置及び運搬具 1,165

工具、器具及び備品 62

土地 1,047

建設仮勘定 951

その他 217

 計 5,785

上記には、工場財団抵当に供している資産

(建物及び構築物、機械及び装置、土地、そ

の他)2,122百万円を含んでおります。

 

※３ 資産につき設定している担保権の明細

 ① 担保に供している資産

現金及び預金 0百万円

受取手形及び売掛金 963

たな卸資産 511

建物及び構築物(純額) 452

機械装置及び運搬具(純額) 1,335

工具、器具及び備品(純額) 42

土地 42

建設仮勘定 7

その他 503

計 3,860

 

 ② 担保に対応する債務

１年内返済予定長期借入金 495百万円

長期借入金 240

 計 735

上記のうち、工場財団抵当に対応する債務

１年内返済予定長期借入金 127百万円
 

 ② 担保に対応する債務

短期借入金 182百万円

１年内返済予定長期借入金 141

長期借入金 44

計 368

※４ 偶発債務

  以下の関係会社の金融機関からの借入に対し債務保

証を行っております。

ヒラタ ヤチヨ リーシング 
リミテッド

1,200百万円

※４ 偶発債務

  以下の関係会社の金融機関からの借入に対し債務保

証を行っております。

ヒラタ ヤチヨ リーシング 
リミテッド

800百万円

※５ のれん及び負ののれんの表示

  のれん及び負ののれんは、相殺表示しております。

相殺前の金額は次のとおりであります。

のれん  （資産） 110百万円

負ののれん（負債） 3,105

差引   （負債） 2,995

※５ のれん及び負ののれんの表示

  のれん及び負ののれんは、相殺表示しております。

相殺前の金額は次のとおりであります。

のれん  （資産） 73百万円

負ののれん（負債） 2,070

差引   （負債） 1,996
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(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

発送費 3,354百万円

給料及び手当 2,583

賞与引当金繰入額 246

退職給付費用 70

役員退職慰労引当金繰入額 98

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

発送費 2,809百万円

給料及び手当 2,454

賞与引当金繰入額 184

退職給付費用 58

役員退職慰労引当金繰入額 155

※２ 研究開発費の総額 667百万円 ※２ 研究開発費の総額 740百万円

※３ 固定資産売却益の内訳

機械装置及び運搬具 50百万円

工具、器具及び備品 5

 計 56

 

※３ 固定資産売却益の内訳

機械装置及び運搬具 27百万円

※４ 固定資産廃棄損の内訳

建物及び構築物 6百万円

機械装置及び運搬具 193

工具、器具及び備品 112

ソフトウエア 1

 計 314
 

※４ 固定資産廃棄損の内訳

建物及び構築物 27百万円

機械装置及び運搬具 174

工具、器具及び備品 33

計 235

※５ 固定資産売却損の内訳

機械装置及び運搬具 4百万円

工具、器具及び備品 2

 計 6

※５ 固定資産売却損の内訳

機械装置及び運搬具 6百万円

工具、器具及び備品 0

計 6
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前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加  657株 

減少数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の売渡しによる減少   35株 

  
３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

  
４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
(注) １株当たり配当額には、記念配当５円が含まれております。 

  
 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 25,750,830 ― ― 25,750,830

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 57,378 657 35 58,000

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月26日 
定時株主総会(注)

普通株式 308 12.0 平成19年３月31日 平成19年６月27日

平成19年10月31日 
取締役会

普通株式 192 7.5 平成19年９月30日 平成19年12月３日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年６月25日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 321 12.5 平成20年３月31日 平成20年６月26日
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当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加  432株 

減少数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の売渡しによる減少  344株 

  
３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

  
４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  
 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

  

  

 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 25,750,830 ― ― 25,750,830

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 58,000 432 344 58,088

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成20年６月25日 
定時株主総会

普通株式 321 12.5 平成20年３月31日 平成20年６月26日

平成20年10月28日 
取締役会

普通株式 256 10.0 平成20年９月30日 平成20年12月８日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年６月24日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 128 5.0 平成21年３月31日 平成21年６月25日

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

記載されている科目の金額との関係

現金及び現金勘定 3,952百万円

預入期間が３ヶ月を超える
定期預金

△200

現金及び現金同等物 3,752

１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

記載されている科目の金額との関係

現金及び現金勘定 6,853百万円

預入期間が３ヶ月を超える
定期預金

△300

現金及び現金同等物 6,553
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 前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)、当連結会計年度(自 平成20年４月

１日 至 平成21年３月31日) 

  

自動車部品事業の売上高、営業利益及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業利益及

び全セグメント資産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。 

  

  

 前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３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 各区分に属する国又は地域 

北米……アメリカ、カナダ   アジア……中国、タイ、インド 

３ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は1,620百万円であり、その主なものは当社での

余資運用資金(現金及び預金)及び長期投資資金(投資有価証券)であります。 

４ 会計方針の変更 

   「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、親会社は、法人税法の改正((所得

税法等の一部を改正する法律 平成19年３月30日 法律第６号)及び(法人税法施行令の一部を改正する政令 

平成19年３月30日 政令第83号))に伴い、当連結会計年度より、平成19年４月１日以降に取得したものにつ

いては、改正後の法人税法に基づく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に比べ、日本における営業費用が183百万円多く、営業利益が

同額少なく計上されております。 

  (追加情報) 

   「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、親会社は当連結会計年度より、平

成19年３月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から５年間で均等

償却する方法によっております。 

   これにより、日本における営業費用が493百万円多く、営業利益が同額少なく計上されております。 

  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

２ 所在地別セグメント情報

日本 
(百万円)

北米
（百万円）

アジア
(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 56,468 67,007 34,566 158,042 ― 158,042

(2) セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

12,249 ― 58 12,308 (12,308) ―

計 68,718 67,007 34,624 170,350 (12,308) 158,042

営業費用 66,630 66,150 31,056 163,836 (12,343) 151,493

営業利益 2,088 857 3,568 6,513 (△35) 6,549

Ⅱ 資産 64,391 40,205 32,585 137,183 (15,879) 121,303
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 当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３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 各区分に属する国又は地域 

北米……アメリカ、カナダ   アジア……中国、タイ、インド 

３ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は4,475百万円であり、その主なものは当社での

余資運用資金(現金及び預金)及び長期投資資金(投資有価証券)であります。 

４ 会計方針の変更 

  (棚卸資産の評価に関する会計基準の適用) 

   「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、親会社は当連結会計年度より、

「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日公表分)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、日本における営業費用、営業損失がそれぞれ190百万

円多く計上されております。 

    

  

 
(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 各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

 
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。 

  

 
(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 各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

 
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。 

  

日本 
(百万円)

北米
（百万円）

アジア
(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 51,266 49,133 36,389 136,790 ― 136,790

(2) セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

9,226 ― 25 9,251 (9,251) ―

計 60,493 49,133 36,414 146,041 (9,251) 136,790

営業費用 61,545 50,109 33,045 144,700 (8,689) 136,010

営業利益又は営業損失(△) △1,051 △976 3,369 1,341 (562) 779

Ⅱ 資産 59,067 34,575 29,237 122,880 (14,170) 108,710

３ 海外売上高

北米 アジア 欧州 計

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

Ⅰ 海外売上高(百万円) 66,768 37,099 969 104,838

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― 158,042

Ⅲ 海外売上高の連結売上高
  に占める割合(％)

42.2 23.5 0.6 66.3

(1) 北米………アメリカ、カナダ

(2) アジア……中国、タイ、インド

(3) 欧州………イギリス

北米 アジア 欧州 計

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

Ⅰ 海外売上高(百万円) 49,133 36,876 717 86,727

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― 136,790

Ⅲ 海外売上高の連結売上高
  に占める割合(％)

35.9 27.0 0.5 63.4

(1) 北米………アメリカ、カナダ

(2) アジア……中国、タイ、インド

(3) 欧州………イギリス
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(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
  

２ １株当たり当期純利益又は当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

 
  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 
１株当たり純資産額 1,538円85銭 １株当たり純資産額 1,279円04銭

 
１株当たり当期純利益 168円37銭 １株当たり当期純損失(△) △88円80銭

 
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 159円75銭 なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純
損失であるため記載しておりません。

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

当連結会計年度末
(平成21年３月31日)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額（百万円） 46,056 38,671

普通株式に係る純資産額       （百万円） 39,537 32,862

差額の主な内訳          （百万円）
  少数株主持分

6,519 5,808

普通株式の発行済株式数       （千株） 25,750 25,750

普通株式の自己株式数        （千株） 58 58

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
の数                （千株）

25,692 25,692

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１株当たり当期純利益又は当期純損失

当期純利益又は当期純損失(△)   (百万円) 4,325 △2,281

普通株主に帰属しない金額     (百万円) ― ―

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失(△)
                 (百万円)

4,325 △2,281

普通株式の期中平均株式数     (千株) 25,693 25,692

潜在株式調整後１株当たり当期純利益
 

当期純利益調整額 ― ―

普通株式増加数(千株) 1,385 ―

 (うち新株予約権付社債) (1,385) (―)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株
式の概要

― ―

－27－

㈱エイチワン(5989)平成21年３月期 決算短信



該当事項はありません。 

  

  

リース取引関係、関連当事者情報、税効果会計関係、有価証券関係、デリバティブ取引関係、退職給

付関係、ストック・オプション等関係に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が

大きくないと考えられるため開示を省略します。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

(企業結合等)

(開示の省略)

(重要な後発事象)
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5.【個別財務諸表】 
(1)【貸借対照表】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,055 4,138

受取手形 233 235

売掛金 10,787 10,402

製品 294 －

原材料 184 －

仕掛品 1,756 －

貯蔵品 399 －

たな卸資産 － 2,626

前払費用 108 97

繰延税金資産 619 －

未収入金 179 1,295

その他 131 176

流動資産合計 15,750 18,970

固定資産   

有形固定資産   

建物 11,915 11,948

減価償却累計額 △6,806 △7,065

建物（純額） 5,108 4,883

構築物 987 1,013

減価償却累計額 △686 △722

構築物（純額） 301 290

機械及び装置 31,981 32,304

減価償却累計額 △23,638 △24,433

機械及び装置（純額） 8,343 7,871

車両運搬具 167 164

減価償却累計額 △106 △119

車両運搬具（純額） 60 45

工具、器具及び備品 60,167 65,480

減価償却累計額 △50,936 △56,981

工具、器具及び備品（純額） 9,231 8,499

土地 4,147 4,207

建設仮勘定 4,560 2,520

有形固定資産合計 31,752 28,318
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

無形固定資産   

ソフトウエア 81 73

施設利用権 1 1

その他 21 21

無形固定資産合計 105 96

投資その他の資産   

投資有価証券 564 337

関係会社株式 13,188 12,050

出資金 3 3

関係会社出資金 4,218 4,218

長期貸付金 123 86

長期前払費用 5 0

その他 303 213

貸倒引当金 △4 △90

投資その他の資産合計 18,403 16,819

固定資産合計 50,260 45,234

資産合計 66,011 64,204
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 2,152 1,726

買掛金 6,356 3,441

短期借入金 1,700 6,200

1年内償還予定の社債 100 300

1年内返済予定の長期借入金 3,837 3,680

リース債務 － 5

未払金 1,480 1,751

未払費用 332 241

未払法人税等 135 －

未払消費税等 289 120

前受金 331 512

預り金 60 59

賞与引当金 1,211 950

設備関係支払手形 404 1,054

その他 7 5

流動負債合計 18,400 20,049

固定負債   

社債 150 850

転換社債型新株予約権付社債 5,000 5,000

長期借入金 7,810 6,129

リース債務 － 16

長期未払金 334 318

繰延税金負債 140 827

退職給付引当金 1,746 1,937

役員退職慰労引当金 230 343

債務保証損失引当金 － 351

負ののれん 709 473

固定負債合計 16,120 16,247

負債合計 34,521 36,296
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,240 3,240

資本剰余金   

資本準備金 12,237 12,237

その他資本剰余金 0 0

資本剰余金合計 12,237 12,237

利益剰余金   

利益準備金 261 261

その他利益剰余金   

配当準備積立金 1,098 1,198

別途積立金 12,421 13,621

繰越利益剰余金 1,962 △2,511

利益剰余金合計 15,742 12,568

自己株式 △36 △36

株主資本合計 31,183 28,009

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 306 △101

評価・換算差額等合計 306 △101

純資産合計 31,490 27,908

負債純資産合計 66,011 64,204
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(2)【損益計算書】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 68,718 60,493

売上原価   

製品期首たな卸高 284 294

当期製品製造原価 60,170 55,293

合計 60,455 55,588

他勘定振替高 17 51

製品期末たな卸高 294 195

売上原価合計 60,143 55,340

売上総利益 8,574 5,152

販売費及び一般管理費   

発送費 2,206 1,861

広告宣伝費 9 5

役員報酬 205 222

給料及び手当 1,202 1,269

賞与 221 260

賞与引当金繰入額 246 184

役員退職慰労引当金繰入額 98 155

退職給付費用 65 52

減価償却費 14 14

研究開発費 667 740

賃借料 104 107

その他 1,441 1,330

販売費及び一般管理費合計 6,486 6,204

営業利益又は営業損失（△） 2,088 △1,051

営業外収益   

受取利息 7 2

受取配当金 633 1,279

負ののれん償却額 236 236

保険返戻金 265 －

その他 86 98

営業外収益合計 1,229 1,617

営業外費用   

支払利息 216 181

社債利息 3 5

減価償却費 4 3

為替差損 60 28

その他 17 9

営業外費用合計 301 228

経常利益 3,016 336
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

特別利益   

固定資産売却益 1 0

子会社清算益 30 －

特別利益合計 31 0

特別損失   

固定資産廃棄損 298 202

固定資産売却損 3 6

たな卸資産評価損 47 －

投資有価証券評価損 259 182

関係会社株式評価損 － 545

債務保証損失引当金繰入額 － 351

貸倒引当金繰入額 － 86

特別損失合計 608 1,373

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 2,439 △1,036

法人税、住民税及び事業税 679 △20

法人税等調整額 102 1,580

法人税等合計 781 1,559

当期純利益又は当期純損失（△） 1,657 △2,596
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 3,240 3,240

当期末残高 3,240 3,240

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 12,237 12,237

当期末残高 12,237 12,237

その他資本剰余金   

前期末残高 0 0

当期変動額   

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 0 0

当期末残高 0 0

資本剰余金合計   

前期末残高 12,237 12,237

当期変動額   

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 0 0

当期末残高 12,237 12,237

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 261 261

当期末残高 261 261

その他利益剰余金   

配当準備積立金   

前期末残高 998 1,098

当期変動額   

配当準備積立金の積立 100 100

当期変動額合計 100 100

当期末残高 1,098 1,198

別途積立金   

前期末残高 10,321 12,421

当期変動額   

別途積立金の積立 2,100 1,200

当期変動額合計 2,100 1,200

当期末残高 12,421 13,621

繰越利益剰余金   

前期末残高 3,005 1,962

当期変動額   

配当準備積立金の積立 △100 △100

別途積立金の積立 △2,100 △1,200

剰余金の配当 △501 △578

当期純利益又は当期純損失（△） 1,657 △2,596

当期変動額合計 △1,043 △4,474

当期末残高 1,962 △2,511
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

利益剰余金合計   

前期末残高 14,585 15,742

当期変動額   

剰余金の配当 △501 △578

当期純利益又は当期純損失（△） 1,657 △2,596

当期変動額合計 1,156 △3,174

当期末残高 15,742 12,568

自己株式   

前期末残高 △35 △36

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △36 △36

株主資本合計   

前期末残高 30,027 31,183

当期変動額   

剰余金の配当 △501 △578

当期純利益又は当期純損失（△） 1,657 △2,596

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 1,156 △3,174

当期末残高 31,183 28,009

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 1,223 306

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △916 △408

当期変動額合計 △916 △408

当期末残高 306 △101

純資産合計   

前期末残高 31,251 31,490

当期変動額   

剰余金の配当 △501 △578

当期純利益又は当期純損失（△） 1,657 △2,596

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 0 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △916 △408

当期変動額合計 239 △3,582

当期末残高 31,490 27,908
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該当事項はありません。 

(4)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】
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(1) 代表者の異動 

該当事項はありません。 

  

(2) その他役員の異動 

① 新任取締役候補 

 
※平成21年６月24日開催予定の当社定時株主総会において選任予定であります。 

  

② 退任予定取締役 

 
  

③ 昇格予定取締役 

 
  

④ 退任監査役 

 
  

⑤ 新任執行役員 

 
  

⑥ 退任執行役員 

 
                                          以上 

  

6. その他

役員の異動(平成21年６月24日付)

取締役 
 ( 広州愛機汽車配件 
   有限公司総経理 
 (兼)武漢愛機汽車配件 
   有限公司総経理 )

小 井 土 隆 一 (
現 上席執行役員
広州愛機汽車配件有限公司総経理 
(兼)清遠愛機汽車配件有限公司総経理

)

常務取締役 
 ユー ワイ ティ リミテ
ッド社長

竹 内 文 夫

取締役 
 ユー ワイ ティ リミテ
ッド副社長

石 田 純 一

常務取締役 上 田 桂 次 ( 現 取締役購買本部長 )

社外監査役 西 埜 満

執行役員 
 ( 経理部長 )

伊 藤 宣 義 ( 現 経理部長 )

執行役員 
 ( 営業統括室長 )

松 谷 新 次 ( 現 営業統括室長 )

執行役員 
 ( 海外事業室長 )

築 地 満 典 ( 現 海外事業室長 )

上席執行役員 青 柳 正 久

執行役員 
 ケー・ティ・エイチ・
パーツインダストリー
ズ・インコーポレーテッ
ド副社長

上 野 正 行
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