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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 92,943 △20.1 △2,213 ― △3,600 ― △3,720 ―

20年3月期 116,324 9.4 △43 ― △1,959 ― △3,411 ―

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 △70.10 ― △34.2 △5.1 △2.4

20年3月期 △64.26 ― △22.0 △2.5 △0.0

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  123百万円 20年3月期  146百万円

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 57,908 9,623 13.7 149.61
20年3月期 83,836 15,755 16.5 259.86

（参考） 自己資本   21年3月期  7,939百万円 20年3月期  13,792百万円

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 6,114 △2,819 △2,626 6,863
20年3月期 1,810 △8,732 7,409 6,254

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 ― ― ― ― ― ― ― ―

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

22年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

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

37,200 △38.7 △200 ― △500 ― △700 ― △13.19

通期 79,400 △31.7 600 ― 200 ― 50 ― 0.94



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、21ページ「連結財務諸表のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定となる株式数については29ページ「1株当たり情報」をご覧ください。 

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 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  103,770株 20年3月期  94,526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 55,413 △18.6 △1,224 ― △1,811 ― △8,179 ―

20年3月期 68,115 12.3 1,401 908.3 780 277.7 △4,843 ―

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 △154.13 ―

20年3月期 △91.24 ―

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 36,643 6,905 18.8 130.12
20年3月期 54,593 15,086 27.6 284.24

（参考） 自己資本 21年3月期  6,905百万円 20年3月期  15,086百万円

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 

（将来に関する記述についてのご注意） 
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。 
 
平成21年５月11日より問合せ先電話番号が053-594-6915へ変更となります。 

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

22,600 △32.4 △100 ― △300 ― △800 ― △15.07

通期 47,800 △29.8 500 △64.3 200 △74.4 100 ― 1.88
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（1）経営成績に関する分析 

①当期の業績概況  

 当期の我が国経済は、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とそれによる実体経済への影響によ

り、株式市場の急落、為替相場の急変等「百年に一度」と言われる危機的な状況に陥りました。 

 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影響を与えております。一

方、中国をはじめとするアジア経済は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、国内の自動車販売は、上半期（第２四半期連結累計期間）は

前年同期を下回りましたが、輸出を含む国内総生産台数は新興市場向け輸出が貢献し、前年同期を上回り、順調に推

移しました。しかしながら、平成20年９月のリーマンショック以降、世界規模での景気悪化に伴う自動車の販売不振

と在庫調整のための減産により、通期の自動車の販売及び生産は、いずれも前期を下回る結果となりました。  

 このような経営環境下で当社グループは、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ありましたが、第３四半期以降に顕著となった得意先各社の世界規模

での販売不振と減産影響を受け、売上高は前期に比べ20.1％の減収となりました。 

 当社グループの海外事業におきましては、北米は、ステアリング部品及びシート部品事業会社の販売の落ち込みに

より売上高は、前期比27.6％の減収となりました。ヨーロッパは、ステアリング部品事業会社の販売の落ち込みによ

り売上高は、前期比34.8％の減収となりました。また、その他の地域（中国、インドネシア、タイ等のアジア地域）

は、ステアリング部品及びシート部品事業会社の販売が増加したこと、並びに当期より連結対象となったシフター部

品事業会社の販売が寄与し、売上高は、前期比38.4％の増収となりました。 

  この結果、当期の連結売上高は、929億４千３百万円となり、前期に比べ233億８千１百万円（20.1％）の減収とな

りました。  

 損益につきましては、徹底的な合理化活動にもかかわらず世界規模での売上高減少の影響をカバーし切れず、営業

損失は22億１千３百万円（前期は４千３百万円の同損失）となりました。さらに、支払利息、為替差損等の影響によ

り、経常損失は36億円（前期は19億５千９百万円の同損失）となりました。また、特別利益として連結子会社におけ

る土地売却益５億４千１百万円、同じく退職者医療保険引当金戻入額９億９百万円等の計上により、税金等調整前当

期純損失は26億６千８百万円（前期は33億３千４百万円の同純損失）となりました。しかしながら、繰延税金資産の

評価の見直し等により、当期純損失は37億２千万円（前期は34億１千１百万円の同純損失）となりました。 

  

②当期のセグメント別の概況 

 ・事業分野別売上高     

                                                                   （金額単位：百万円未満切捨） 

  

１．経営成績

  

 事業分野 

  

 21年３月期   20年３月期 

ウェイト（％） 売上高 ウェイト（％） 売上高 

ステアリング部品              45.6        42,386              45.0          52,395

シート部品               36.2         33,678              36.2          42,087

シフター部品                7.7        7,144               6.8          7,923

 機関駆動部品               5.7            5,301               5.4             6,297

 大型車部品               1.4        1,338               1.5             1,720

 その他自動車部品               1.2            1,063               1.1             1,278

 非自動車部品               2.2             2,030               4.0             4,620

 合計             100.0            92,943             100.0          116,324
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 ・地域別売上高     

                                                                   （金額単位：百万円未満切捨）  

  

 ・連結損益計算書 

                             （金額単位：百万円未満切捨）  

  

  ③次期の見通し 

 今後の見通しといたしましては、世界的な金融危機に伴う減速経済下 、経営の軸を「出ずるを制す」に修正して

引き続き「あらゆる質の改善」をメインテーマとして収益力の回復を図ってまいります。 

通期の連結業績につきましては、以下のとおりであります。  

    （連結業績予想） 

            売   上   高           79,400百万円（前年比   14.6％減） 

            営 業 利 益              600百万円（前年比    －  ） 

            経 常 利 益              200百万円（前年比    －  ） 

            当 期 純 利 益              50百万円（前年比      －  ） 

  

  （2）財政状態に関する分析 

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額は、操業開始に伴い当連結会計年度から新たに連結対象となった子会社（広州常富機

械工業有限公司）の資産の加算（938百万円）があったものの、売上減に伴う運転資本等の減少により、前連結会計

年度末に比べ25,927百万円減少いたしました。主なものは、受取手形及び売掛金（16,293百万円）、棚卸資産

（2,484百万円）及び減価償却、売却、除却等に伴う有形固定資産（7,212百万円）の減少であります。 

 負債につきましては前連結会計年度末に比べ19,794百万円減少いたしました。主なものは、上記子会社の負債の加

算も含め支払手形及び買掛金（11,147百万円）、短期借入金（2,635百万円）及び長期借入金（2,300百万円）の減少

であります。 

 純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ6,132百万円減少いたしました。主なものは、利益剰余金（4,773

百万円）、為替換算調整勘定（1,076百万円）の減少であります。 

                         （金額単位：百万円未満切捨） 

   

  

 地域 

  

 21年３月期   20年３月期 

ウェイト（％） 売上高 ウェイト（％） 売上高 

日本国内              60.9       56,633              58.0          67,500

北米               13.1         12,159              14.5            16,798

ヨーロッパ               19.3       17,969              23.7          27,559

 その他               6.7            6,181               3.8             4,466

 合計             100.0            92,943             100.0          116,324

  連結売上高 92,943   （前期比 △23,381 ％ △20.1 ）  

  連結営業利益 △2,213   （前期比 △2,169 － ％  ） 

  連結経常利益 △3,600   （前期比 △1,641 － ％  ） 

  連結税金等調整前当期純利益 △2,668   （前期比 665 － ％  ） 

  連結当期純利益 △3,720   （前期比 △309 － ％  ） 

  流動資産 29,792   （前期末比 △18,639）  

  固定資産 28,116   （前期末比 △7,287）  

  総資産 57,908   （前期末比 △25,927）  

  負債 48,285   （前期末比 △19,794）  

 純資産 9,623 （前期末比 △6,132） 

  自己資本 7,939   （前期末比 △5,853）  

  自己資本比率（％） 13.7   （前期末比 △2.8）  
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②キャッシュ・フローの状況  

  当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、6,863百万円となり前年同期と比 

べ609百万円（9.8％）増加いたしました。 

 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は、次の通りであります。 

（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、6,114百万円（前期比4,304百万円増）となりました。これは主に、連結対象とな

った子会社分も含め、税金等調整前当期純損失が2,668百万円となり、また仕入債務及び未払費用の減少による資金

の使用がそれぞれ7,344百万円、1,169百万円あったものの、売上債権及び棚卸資産の減少による資金の獲得がそれぞ

れ12,558百万円、1,170百万円あったこと、減価償却費の計上が4,898百万円あったこと等によります。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動に使用した資金は、2,819百万円（前期比5,913百万円減）となりました。これは主に、設備投資等の有形

固定資産の取得による支出が4,251百万円あったものの、土地等の売却による収入が1,780百万円あったこと等により

ます。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動に使用した資金は、2,626百万円（前年同期は7,409百万円の資金の獲得）となりました。これは主に、短

期借入金及び長期借入金の純減少額がそれぞれ1,610百万円、965百万円あったことによります。 

  

   （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 

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

（注２）株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式総数をベースに算出しております。 

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

（注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おりま

す。 

（注５）平成19年３月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオは、営業キャッ

シュ・フローがマイナスのため記載しておりません。 

  

（3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 剰余金の配当については、事業年度毎の損益状況、事業展開の計画とその推移及び配当性向等を総合的に勘案し、安定

した配当を行っていくことを基本としております。 

 当期の配当につきましては、国内及び海外における売上高の減少による業績悪化に伴い、連結及び個別決算において多

額の欠損金を計上することになり、配当見送りを予定しております。 

 次期の年間配当につきましては、当面業績の急激な回復が見込まれないこと及び内部留保の充実を図るため、配当見送

りを予定しております。 

 なお、一刻も早く業績回復を実現すべく 大限の努力を行ってまいります。    

  

  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（％） 22.9   16.5    13.7  

  時価ベースの自己資本比率（％） 23.7   10.4    10.4  

  キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） －   19.0    4.8  

  インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） －   2.1    7.5  

富士機工㈱　（7260）　平成21年3月期　決算短信

5



（4）事業等のリスク 

 近の有価証券報告書（平成20年６月26日提出）における記載から、新たに顕在化した伝達すべきリスクはありません

ので記載を省略しております。      

  

 近の有価証券報告書（平成20年６月26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、開示を省略しております。  

   

(1）会社の経営の基本方針 

 当社グループは、「誰からも喜ばれる専門メーカーになる」を基本理念として掲げ、品質 優先に徹し、人と車の

安全と快適さを追求した魅力ある製品を作るべく全社を挙げて努力しております。「品質」と「環境」および「コス

ト」を基軸として適正利潤を確保し社会貢献することにより、お客様、株主、地域社会、協力メーカー、従業員を含

めた全てのステークホルダーの皆様に喜んでいただき、永続的に発展する企業となることを目指してまいります。 

  

(2）中長期的な会社の経営戦略 

 当社グループの中期経営計画は、平成16年11月、創業60周年時に作成した「2010年ビジョン」を指針として展開し

てまいりました。 

 平成20年４月より始まった３年間の「中期経営計画」は、「2010年ビジョン」の総仕上げ期にあたり前半期の成果

である成長軌道に乗って、着実に利益をあげて行くことが目標でありました。 

 しかしながら、平成20年11月からの自動車販売及び生産の急激な減少に見舞われたため、成長戦略である現行「中

期経営計画」の目標を凍結し、経営の軸を「出ずるを制す」に修正して引き続き「あらゆる質の改善」をメインテー

マとして収益力の回復を図ってまいります。なお、得意先各社からの生産情報が不透明なため、詳細計画につきまし

ては現在検討中であります。  

 このような環境下ではありますが、新製品・新機能の開発及び人材の育成につきましては当社グループにおける中

長期の事業基盤強化を図るため継続してまいります。  

  

(3）会社の対処すべき課題 

 当社グループは、一丸となって総コスト削減活動を展開し、当第２四半期連結累計期間までは収益力が着実に回復

してまいりました。 

 しかしながら、「百年に一度」の未曾有の難局を乗り切れないとの認識のもとに、コアビジネス以外の事業の売

却、欧州子会社の再構築を決断するとともに、今後、国内自動車総生産台数の規模を見極めたうえで国内生産拠点の

統合等の大胆な構造改革の検討・推進を行ってまいります。     

  

２．企業集団の状況

３．経営方針

富士機工㈱　（7260）　平成21年3月期　決算短信

6



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 6,390 6,981

受取手形及び売掛金 ※3, ※4  32,153 ※3, ※4  15,860

たな卸資産 8,705 －

製品 － 1,543

原材料 － 2,337

仕掛品 － 2,231

貯蔵品 － 108

前渡金 251 102

繰延税金資産 659 109

その他 792 871

貸倒引当金 △521 △354

流動資産 48,431 29,792

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 8,200 7,514

機械装置及び運搬具（純額） 14,692 11,894

土地 4,083 3,600

建設仮勘定 3,768 887

その他（純額） 1,818 1,453

有形固定資産合計 ※1, ※3  32,564 ※1, ※3  25,351

無形固定資産   

のれん 154 27

その他 789 1,126

無形固定資産 943 1,153

投資その他の資産   

投資有価証券 ※2  1,287 ※2  1,127

長期貸付金 39 30

繰延税金資産 307 60

その他 270 393

貸倒引当金 △8 △0

投資その他の資産合計 1,896 1,611

固定資産合計 35,404 28,116

資産合計 83,836 57,908
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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 21,599 10,451

短期借入金 ※3  16,988 ※3  14,352

1年内償還予定の社債 50 －

未払法人税等 329 107

製品保証引当金 561 749

未払費用 5,039 2,930

その他 3,608 2,098

流動負債合計 48,176 30,691

固定負債   

長期借入金 ※3  17,411 ※3  15,110

繰延税金負債 47 249

退職給付引当金 576 836

役員退職慰労引当金 126 136

退職者医療保険引当金 1,022 －

損害賠償損失引当金 － 257

その他 719 1,002

固定負債合計 19,903 17,593

負債合計 68,080 48,285

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 2,036 △2,736

自己株式 △30 △31

株主資本合計 12,784 8,009

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1 △0

為替換算調整勘定 1,006 △69

評価・換算差額等 1,008 △70

少数株主持分 1,963 1,684

純資産合計 15,755 9,623

負債純資産合計 83,836 57,908
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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 116,324 92,943

売上原価 ※1  103,897 ※1  85,270

売上総利益 12,427 7,673

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 2,373 1,871

給料及び賃金 4,838 3,948

退職給付費用 207 134

減価償却費 344 241

研究開発費 999 1,215

その他 3,707 2,474

販売費及び一般管理費 ※1  12,471 ※1  9,886

営業損失（△） △43 △2,213

営業外収益   

受取利息 67 32

受取配当金 1 1

持分法による投資利益 146 123

雑収入 102 357

営業外収益合計 318 515

営業外費用   

支払利息 898 818

為替差損 348 657

雑損失 986 426

営業外費用合計 2,233 1,902

経常損失（△） △1,959 △3,600

特別利益   

固定資産売却益 ※2  26 ※2  543

退職者医療保険引当金戻入額 － 909

その他 54 109

特別利益合計 81 1,562

特別損失   

固定資産売却損 6 －

たな卸資産除却損 171 7

固定資産除却損 ※3  253 ※3  354

製品補償費用 308 6

その他 717 262

特別損失合計 1,457 630

税金等調整前当期純損失（△） △3,334 △2,668

法人税、住民税及び事業税 391 105

法人税等調整額 △211 988

法人税等合計 180 1,093

少数株主損失（△） △103 △42

当期純損失（△） △3,411 △3,720
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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 5,985 5,985

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,985 5,985

資本剰余金   

前期末残高 4,791 4,791

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,791 4,791

利益剰余金   

前期末残高 5,749 2,036

当期変動額   

剰余金の配当 △265 －

当期純損失（△） △3,411 △3,720

連結範囲の変動 △15 －

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △1,053

その他 ※  △20 －

当期変動額合計 △3,712 △4,773

当期末残高 2,036 △2,736

自己株式   

前期末残高 △26 △30

当期変動額   

自己株式の取得 △4 △1

自己株式の処分 － 0

当期変動額合計 △4 △1

当期末残高 △30 △31

株主資本合計   

前期末残高 16,500 12,784

当期変動額   

剰余金の配当 △265 －

当期純損失（△） △3,411 △3,720

自己株式の取得 △4 △1

自己株式の処分 － 0

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △1,053

連結範囲の変動 △15 －

その他 ※  △20 －

当期変動額合計 △3,716 △4,774

当期末残高 12,784 8,009
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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 2 1

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1 △1

当期変動額合計 △1 △1

当期末残高 1 △0

為替換算調整勘定   

前期末残高 732 1,006

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 274 △1,076

当期変動額合計 274 △1,076

当期末残高 1,006 △69

評価・換算差額等合計   

前期末残高 734 1,008

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 273 △1,078

当期変動額合計 273 △1,078

当期末残高 1,008 △70

少数株主持分   

前期末残高 1,807 1,963

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 155 △278

当期変動額合計 155 △278

当期末残高 1,963 1,684

純資産合計   

前期末残高 19,043 15,755

当期変動額   

剰余金の配当 △265 －

当期純損失（△） △3,411 △3,720

自己株式の取得 △4 △1

自己株式の処分 － 0

連結範囲の変動 △15 －

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △1,053

その他 ※  △20 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 429 △1,357

当期変動額合計 △3,287 △6,132

当期末残高 15,755 9,623
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   ※退職者医療保険引当金に係る会計処理により米国の一部連結子会社において生じたものであります。 

   

連結株主資本等変動計算書の欄外注記
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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損失（△） △3,334 △2,668

減価償却費 4,576 4,898

のれん償却額 102 160

持分法による投資損益（△は益） △146 △123

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 37 10

退職給付引当金の増減額（△は減少） △14 22

貸倒引当金の増減額（△は減少） 226 △72

退職者医療保険引当金の増減額（△は減少） 79 △888

製品保証引当金の増減額（△は減少） 199 △3

損害賠償損失引当金の増減額（△は減少） － 129

受取利息及び受取配当金 △68 △34

支払利息 898 818

有形固定資産売却損益（△は益） △20 △575

有形固定資産除却損 253 421

売上債権の増減額（△は増加） △2,724 12,558

たな卸資産の増減額（△は増加） △552 1,170

その他の流動資産の増減額（△は増加） △603 △212

仕入債務の増減額（△は減少） 3,089 △7,344

未払費用の増減額（△は減少） 995 △1,169

その他の流動負債の増減額（△は減少） △235 △7

未払消費税等の増減額（△は減少） 0 188

小計 2,758 7,277

利息及び配当金の受取額 94 64

利息の支払額 △880 △836

法人税等の支払額 △161 △391

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,810 6,114

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 △7,977 △4,251

有形固定資産の売却による収入 365 1,780

無形固定資産の取得による支出 △461 △349

投資有価証券の取得による支出 △587 △129

貸付けによる支出 △12 △10

貸付金の回収による収入 16 20

関係会社の減資による収入 － 28

その他 △76 92

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,732 △2,819
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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） 5,476 △1,610

長期借入れによる収入 7,587 4,764

長期借入金の返済による支出 △5,225 △5,729

リース債務の返済による支出 － △14

社債の償還による支出 △160 △50

配当金の支払額 △265 －

少数株主への配当金の支払額 － △52

少数株主からの払込みによる収入 － 68

その他 △4 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 7,409 △2,626

現金及び現金同等物に係る換算差額 △9 △148

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 477 520

現金及び現金同等物の期首残高 5,763 6,254

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 12 89

現金及び現金同等物の期末残高 ※  6,254 ※  6,863
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 該当事項はありません。 

   

   

継続企業の前提に関する注記

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

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）連結子会社数             15社 

 九州富士機工㈱、東三河富士機工㈱、磐田富士機

工㈱、㈱富士機工クラタ、國洋電機工業㈱、ダグラ

ス・オートテック・コーポレーション、フジキコー

オブユーエスエー・コーポレーション、フジ・オー

トテック・ユーエスエー・エルエルシー、フジ・オ

ートテック・ＡＢ、フジ・オートテック・ヨーロッ

パ・Ｓ．Ａ．Ｓ．、フジ・オートテック・フラン

ス・Ｓ．Ａ．Ｓ．、フジ・コーヨー・チェコ・

s.r.o.、ＰＴ・オートテック・インドネシア、広州

富士機工汽車部件有限公司、サミット・フジキコ

ー・クラタ・マニュファクチャリング・Ｃｏ.，Ｌ

ｔｄ. 

 サミット・フジキコー・クラタ・マニュファクチ

ャリング・Ｃｏ.，Ｌｔｄ.については操業開始に伴

い、当連結会計年度から連結の範囲に含めることと

いたしました。 

 前連結会計年度において連結子会社であった若泉

富士機工㈱については、平成20年３月１日付けで当

社が吸収合併いたしました。 

(1)連結の範囲に関する事項 

1）連結子会社数             16社 

 九州富士機工㈱、東三河富士機工㈱、磐田富士機

工㈱、㈱富士機工クラタ、國洋電機工業㈱、ダグラ

ス・オートテック・コーポレーション、フジキコー

オブユーエスエー・コーポレーション、フジ・オー

トテック・ユーエスエー・エルエルシー、フジ・オ

ートテック・ＡＢ、フジ・オートテック・ヨーロッ

パ・Ｓ．Ａ．Ｓ．、フジ・オートテック・フラン

ス・Ｓ．Ａ．Ｓ．、フジ・コーヨー・チェコ・

s.r.o.、ＰＴ・オートテック・インドネシア、広州

富士機工汽車部件有限公司、広州常富機械工業有限

公司、サミット・フジキコー・クラタ・マニュファ

クチャリング・Ｃｏ.，Ｌｔｄ. 

 広州常富機械工業有限公司については操業開始に

伴い、当連結会計年度から連結の範囲に含めること

といたしました。 

  

2）非連結子会社の名称等 

 フジ・オートテック・オートペサス・ド・ブラジ

ル・Ｌｔｄａ.、広州常富機械工業有限公司 

2）非連結子会社の名称等 

 フジ・オートテック・オートペサス・ド・ブラジ

ル・Ｌｔｄａ. 

（連結の範囲から除いた理由） 

 非連結子会社は、合計の総資産、売上高、当期純

損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見

合う額）等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響

を及ぼしていないためであります。 

（連結の範囲から除いた理由） 

 非連結子会社は、総資産、売上高、当期純損益

（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う

額）等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及

ぼしていないためであります。 

(2)持分法の適用に関する事項 

1）持分法適用の関連会社数       ２社 

常裕富士機工股份有限公司 

協富光洋(厦門)機械工業有限公司 

(2)持分法の適用に関する事項 

1）持分法適用の関連会社数       ２社 

常裕富士機工股份有限公司 

協富光洋(厦門)機械工業有限公司 

2）持分法を適用していない非連結子会社（フジ・オート

テック・オートペサス・ド・ブラジル・Ｌｔｄａ.、広

州常富機械工業有限公司）及び関連会社（ソナ・フジキ

コー・オートモティブＬｔｄ.）は、それぞれ当期純損

益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全

体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除

外しております。 

2）持分法を適用していない非連結子会社（フジ・オート

テック・オートペサス・ド・ブラジル・Ｌｔｄａ.）及

び関連会社（ソナ・フジキコー・オートモティブＬｔ

ｄ.）は、それぞれ当期純損益及び利益剰余金等に及ぼ

す影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないた

め、持分法の適用範囲から除外しております。 
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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） 

(3)連結子会社の事業年度に関する事項 

連結子会社のうち、ダグラス・オートテック・コーポ

レーション、フジキコーオブユーエスエー・コーポレー

ション、フジ・オートテック・ユーエスエー・エルエル

シー、フジ・オートテック・ＡＢ、フジ・オートテッ

ク・ヨーロッパ・Ｓ．Ａ．Ｓ．、フジ・オートテック・

フランス・Ｓ．Ａ．Ｓ．、フジ・コーヨー・チェコ・

s.r.o.、ＰＴ・オートテック・インドネシア、広州富士

機工汽車部件有限公司及びサミット・フジキコー・クラ

タ・マニュファクチャリング・Ｃｏ.，Ｌｔｄ.）は12月

31日が決算日でありますが、連結決算日との差異が３ヵ

月を超えないので、当該連結子会社の決算財務諸表を使

用しております。ただし、連結決算日との間に生じた重

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。 

(3)連結子会社の事業年度に関する事項 

連結子会社のうち、ダグラス・オートテック・コーポ

レーション、フジキコーオブユーエスエー・コーポレー

ション、フジ・オートテック・ユーエスエー・エルエル

シー、フジ・オートテック・ＡＢ、フジ・オートテッ

ク・ヨーロッパ・Ｓ．Ａ．Ｓ．、フジ・オートテック・

フランス・Ｓ．Ａ．Ｓ．、フジ・コーヨー・チェコ・

s.r.o.、ＰＴ・オートテック・インドネシア、広州富士

機工汽車部件有限公司、広州常富機械工業有限公司及び

サミット・フジキコー・クラタ・マニュファクチャリン

グ・Ｃｏ.，Ｌｔｄ.）は12月31日が決算日であります

が、連結決算日との差異が３ヵ月を超えないので、当該

連結子会社の決算財務諸表を使用しております。ただ

し、連結決算日との間に生じ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。 

(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 

イ．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） 

(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 

イ．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 

ロ．棚卸資産 

製品・仕掛品 

主として総平均法による原価法 

ロ．棚卸資産 

製品・仕掛品 

主として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） 

その他の棚卸資産 

主として、原材料及び貯蔵品は移動平均法によ

る原価法 

その他の棚卸資産 

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） 

  （会計方針の変更） 

 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、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）が適用され

たことに伴い、製品、仕掛品は、主として総平均法によ

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、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、当連結会計年度の営業損失、経常損失及

び税金等調整前当期純損失がそれぞれ32百万円増加して

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。   
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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） 

2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

イ．有形固定資産 

 主として、定率法を採用しております。ただ

し、在外連結会社の資産については、定額法によ

っております。 

 また、平成10年４月１日以降取得した建物（建

物附属設備は除く）については、定額法によって

おります。なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

建物及び構築物      ３～50年 

機械装置及び運搬具    ４～12年 

2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

イ．有形固定資産（リース資産を除く） 

 主として、定率法を採用しております。ただ

し、在外連結会社の資産については、定額法によ

っております。 

 また、平成10年４月１日以降取得した建物（建

物附属設備は除く）については、定額法によって

おります。なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

建物及び構築物      ３～50年 

機械装置及び運搬具    ４～９年 

（会計方針の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法改正に伴い、当

連結会計年度より、平成19年４月１日以降に取得した有

形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償

却の方法に変更しております。 

 これにより営業損失、経常損失及び税金等調整前当期

純損失がそれぞれ173百万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。 

  

  

（追加情報） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法改正に伴い、平

成19年３月31日以前に取得した有形固定資産について

は、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用に

より取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌連結会

計年度より、取得価額の５％相当額と備忘価額との差額

を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上

しております。 

 これにより営業損失、経常損失及び税金等調整前当期

純損失がそれぞれ133百万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。  

（追加情報） 

 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、当連結会計年度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。 

 これにより、従来と同様の方法によった場合と比較し

て、当連結会計年度の営業損失、経常損失及び税金等調

整前当期純損失がそれぞれ371百万円増加しておりま

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。  

ロ．無形固定資産 

定額法を採用しております。 

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内

における利用可能期間（５年）に基づいておりま

す。 

ロ．無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 
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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） 

ハ．        ────── 

  

ハ．リース資産   

 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、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のリース

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。 

  

（会計方針の変更） 

 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））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じ

た会計処理によっております。 

 これによる損益への影響は軽微であります。 

 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）繰延資産の処理方法 3）         ────── 

 社債発行費 

３年間にわたり均等償却しております。 
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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） 

4）重要な引当金の計上基準 

イ．貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒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勘

案し、回収不能見込額を計上しております。 

4）重要な引当金の計上基準 

イ．貸倒引当金 

同左 

ロ．製品保証引当金 

 得意先からのクレームに対する費用の支出に備

えるため、当連結会計年度の売上高に対応して発

生するクレーム費用を引当計上したものであり、

その計上基準は過去の実績比率によっておりま

す。 

ロ．製品保証引当金 

同左 

ハ．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

に基づき計上しております。 

 なお、会計基準変更時差異については、第81期

において、有価証券を退職給付信託に拠出したこ

とにより同額を一時に費用処理したほか残額につ

いては、15年による按分額を費用処理し、また、

過去勤務債務はその発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（13年）による定額法に

より費用処理しております。数理計算上の差異

は、各連結会計年度の発生時における従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年数（13年）による

定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結

会計年度から費用処理することとしております。

 また、提出会社の採用している年金制度につい

て、平成16年12月７日を改訂日、平成17年４月１

日を施行日として規約型企業年金制度にポイント

制を導入し、また一部を確定拠出年金制度に移行

しております。 

ハ．退職給付引当金 

同左 

ニ．役員退職慰労引当金 

 提出会社は役員退職慰労金の支出に備えて内規

に基づく期末要支給額を計上しております。 

ニ．役員退職慰労引当金 

同左 

ホ．退職者医療保険引当金 

 提出会社の一部の米国子会社は、適格退職者に

対して退職後の医療保険の給付を行っており、米

国財務会計基準書第106号に基づく負担発生額を

引当金として計上しております。 

ホ．       ────── 

  

ヘ．       ──────  

  

ヘ．損害賠償損失引当金 

 提出会社の一部の欧州子会社は、同社の仕入先

からの損害賠償請求に関連する損失負担見込額を

引当金として計上しております。 
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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） 

5）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

   外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており

ます。なお、在外子会社等の資産及び負債並びに収益及

び費用は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含め

ております。   

5）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

同左 

  

6）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。 

6）         ────── 

  

7）重要なヘッジ会計の方法 

イ．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

ているので特例処理を採用しております。 

7）重要なヘッジ会計の方法 

イ．ヘッジ会計の方法 

同左 

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ・ヘッジ手段 

   金利スワップ取引 

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ・ヘッジ手段 

同左 

  ・ヘッジ対象 

    変動金利の借入金利息 

  ・ヘッジ対象 

同左 

ハ．ヘッジ方針 

 金利変動によるリスクを軽減するため、金利スワッ

プを行なっております。 

ハ．ヘッジ方針 

同左 

ニ．ヘッジの有効性の評価方法 

 特例処理によっている金利スワップについて、有効

性の評価を省略しております。 

ニ．ヘッジの有効性の評価方法 

同左 

8）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

イ．消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

8）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

イ．消費税等の会計処理 

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

価評価法によっております。 

(5)連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

同左 

(6)のれんの償却に関する事項 

 のれんの償却については、５年間の均等償却を行って

おります。 

(6)のれんの償却に関する事項 

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資金（現金及

び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金

及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について

僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還

期限の到来する短期投資からなっております。 

(7)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

同左 
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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） 

────── （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、連結決算上

必要な修正を行っております。 

 これにより、営業損失、経常損失及び税金等調整前当

期純損失は、それぞれ53百万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。 

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．※１．有形固定資産の減価償却累計額 １．※１．有形固定資産の減価償却累計額 

  44,415百万円      42,283百万円

２．※２．非連結子会社及び関連会社に係る注記 

各科目に含まれている非連結子会社及び関連会社に

対するものは次のとおりであります。 

２．※２．非連結子会社及び関連会社に係る注記 

各科目に含まれている非連結子会社及び関連会社に

対するものは次のとおりであります。 

投資有価証券（株式） 1,231百万円 投資有価証券（株式） 1,074百万円

３．※３．担保に供している資産 ３．※３．担保に供している資産 

受取手形及び売掛金 88百万円

建物及び構築物 391百万円

機械装置及び運搬具 736百万円

土地 1,168百万円

担保に供している資産の合

計額 

2,384百万円

上記に対する債務   

短期借入金 442百万円

長期借入金 

（１年以内返済分を含む） 

2,277百万円

合計 2,719百万円

受取手形及び売掛金 58百万円

建物及び構築物 563百万円

機械装置及び運搬具 569百万円

土地 789百万円

担保に供している資産の合

計額 

1,981百万円

上記に対する債務   

短期借入金 78百万円

長期借入金 

（１年以内返済分を含む） 

  1,694百万円

合計 1,772百万円

４．保証債務  

  下記について債務保証を行なっております。 

４．保証債務  

  下記について債務保証を行なっております。 

(1）非連結子会社における銀行借入に対する債務保証額

（うち、外貨額） 

(1）非連結子会社における銀行借入に対する債務保証額

（うち、外貨額） 

広州常富機械工業有限公司 142百万円

(10.0百万中国元)

協富光洋（厦門）機械工業

有限公司 

    98百万円

５．※４．売掛債権を当連結会計年度中に724百万円売却

しており、売却処理した債権の元本の連結会計

年度末残高は424百万円であります。 

５．※４．売掛債権を当連結会計年度中に11,169百万円売

却しており、売却処理した債権の元本の連結会

計年度末残高は630百万円であります。 
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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．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加 14千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

       該当事項はありません。 

  

３．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 

        該当事項はありません。 

  

（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．※１．研究開発費の総額 

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開

発費 

１．※１．研究開発費の総額 

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開

発費 

  1,301百万円   1,528百万円

２．※２．固定資産売却益の内訳 ２．※２．固定資産売却益の内訳 

機械装置及び運搬具 

その他  

26百万円

0百万円

土地  

その他  

541百万円

1百万円

３．※３．固定資産除却損の内訳 ３．※３．固定資産除却損の内訳 

建物及び構築物 35百万円

機械装置及び運搬具 198百万円

その他 19百万円

建物及び構築物 103百万円

機械装置及び運搬具 240百万円

その他 9百万円

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式         

普通株式  53,171  －  －  53,171

合計  53,171  －  －  53,171

自己株式         

普通株式  79  14  －  94

合計  79  14  －  94

  
（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５月25日 

取締役会 
普通株式  265 ５ 平成19年３月31日 平成19年６月25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．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

      （注）１.普通株式の自己株式数の増加 11千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

         ２ 普通株式の自己株式数の減少 ２千株は、単元未満株式の売渡しによる減少であります。 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

       該当事項はありません。 

  

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

        該当事項はありません。 

  

(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 

        該当事項はありません。 

  

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式         

普通株式  53,171  －  －  53,171

合計  53,171  －  －  53,171

自己株式         

普通株式（注）１,２  94  11  2  103

合計  94  11  2  103
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 （開示の省略）  

   リース取引、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、税効果会計、関連当事者情報等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いたします。 

   なお、当該注記事項に関しては、平成21年６月25日提出予定の有価証券報告書に記載しており、『金融商品取引法

に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム』（EDINET） でご覧いただくことができます。 

  

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） 

   

（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） 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

（平成20年３月31日現在）

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

（平成21年３月31日現在）

現金及び預金勘定 6,390百万円

預入期間が３ヵ月を超える定期

預金 
△136百万円

預金及び現金同等物 6,254百万円

  

現金及び預金勘定 6,981百万円

預入期間が３ヵ月を超える定期

預金 

当座借越 

 

△13百万円

△104百万円

預金及び現金同等物 6,863百万円

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  

自動車部品事業
非自動車部
品事業 
（百万円）

計 
（百万円） 

消去又は全
社 
（百万円）

連結
（百万円）

ステアリン
グ部品事業 
（百万円） 

シート部品
事業 
（百万円） 

シフター部
品事業 
（百万円） 

機関駆動部
品事業 
（百万円）

大型車部品
事業 
（百万円）

その他自動
車部品事業
（百万円）

小計
（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  52,395  42,087  7,923 6,297 1,720 1,278 111,704 4,620  116,324 － 116,324

(2)セグメント間の

内部売上高又は

振替高 
 －  －  － － － － － －  － － －

計  52,395  42,087  7,923 6,297 1,720 1,278 111,704 4,620  116,324 － 116,324

営業費用  54,500  40,552  8,054 5,968 1,570 1,198 111,845 4,523  116,368 － 116,368

営業利益又は営業

損失（△）  △2,104  1,534  △131 328 150 80 △140 96  △43 － △43

Ⅱ 資産、減価償却費

及び資本的支出                       

資産  41,566  28,001  5,870 3,181 1,228 788 80,636 3,199  83,836 － 83,836

減価償却費  2,234  1,904  241 93 24 15 4,513 63  4,576 － 4,576

資本的支出  6,629  2,973  946 85 218 62 10,914 454  11,369 － 11,369
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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．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、トラック用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．会計方針の変更 

  （前連結会計年度） 

 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」(4) 2)に記載のとおり、当社及び国内連結子会社

は、法人税法改正に伴い、当連結会計年度より、平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産について、

改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

 この変更に伴い、改正前の方法によった場合に比べステアリング部品事業で55百万円、シート部品事業で

88百万円、シフター部品事業で17百万円、機関駆動部品事業で６百万円、大型車部品事業で４百万円、その

他自動車部品事業で１百万円、非自動車部品事業で０百万円、それぞれ営業費用が増加し、営業利益（又は

営業損失）が同額減少（又は増加）しております。 

 （当連結会計年度） 

  (1）棚卸資産の評価に関する会計基準 

   「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」(4) 1)に記載のとおり、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）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、当連結会計年度の営業損益は、ステアリング部品事

業で３百万円、シート部品事業で４百万円、シフター部品事業で10百万円、機関駆動部品事業で７百万円、

大型車部品事業で３百万円、その他自動車部品事業で３百万円、それぞれ営業費用が増加し、営業利益（又

は営業損失）が同額減少（又は増加）しております。 

  

自動車部品事業
非自動車部
品事業 
（百万円）

計 
（百万円） 

消去又は全
社 
（百万円）

連結
（百万円）

ステアリン
グ部品事業 
（百万円） 

シート部品
事業 
（百万円） 

シフター部
品事業 
（百万円） 

機関駆動部
品事業 
（百万円）

大型車部品
事業 
（百万円）

その他自動
車部品事業
（百万円）

小計
（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  42,386  33,678  7,144 5,301 1,338 1,063 90,913 2,030  92,943 － 92,943

(2)セグメント間の

内部売上高又は

振替高 
 －  －  － － － － － －  － － －

計  42,386  33,678  7,144 5,301 1,338 1,063 90,913 2,030  92,943 － 92,943

営業費用  44,730  33,775  7,045 5,198 1,283 1,101 93,135 2,021  95,156 － 95,156

営業利益又は営業

損失（△）  △2,343  △97  99 102 54 △37 △2,221 8  △2,213 － △2,213

Ⅱ 資産、減価償却費

及び資本的支出                       

資産  28,743  19,659  4,321 1,922 840 515 56,001 1,907  57,908 － 57,908

減価償却費  2,438  1,987  304 89 28 21 4,870 28  4,898 － 4,898

資本的支出  2,226  894  167 22 33 4 3,348 338  3,687 － 3,687
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  (2）リース取引に関する会計基準 

   「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」(4) 2)に記載のとおり、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））を適用しております。

   この変更による損益への影響は軽微であります。 

  (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 

   「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のとおり、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、当連結会計年度の営業損益は、シート部品事業で46

百万円、非自動車部品事業で９百万円、それぞれ営業費用が減少し、ステアリング部品事業で０百万円、シ

フター部品事業で１百万円、それぞれ営業費用が増加し、営業利益（又は営業損失）が同額減少（又は増

加）しております。 

４．追加情報 

  （前連結会計年度） 

 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」(4) 2)に記載のとおり、当社及び国内連結子会社

は、法人税法改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得した有形固定資産については、改正前の法人税法に

基づく減価償却の方法の適用により取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価

額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。

 この変更に伴い、改正前の方法によった場合に比べステアリング部品事業で43百万円、シート部品事業で

66百万円、シフター部品事業で14百万円、機関駆動部品事業で４百万円、大型車部品事業で３百万円、その

他自動車部品事業で１百万円、非自動車部品事業で０百万円、それぞれ営業費用が増加し、営業利益（又は

営業損失）が同額減少（又は増加）しております。 

  （当連結会計年度） 

 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」(4) 2)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、当連結会計年度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、ステアリング部品事業で17百万円、シート部品事業

で204百万円、シフター部品事業で19百万円、機関駆動部品事業で126百万円、大型車部品事業で２百万円、

その他自動車部品事業で１百万円、それぞれ営業費用が増加し、営業利益（又は営業損失）が同額減少（又

は増加）しております。 
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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） 

 （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、タイ 

３．消去又は全社の項目に含めている全社資産はありません。 

４．会計方針の変更  

 （前連結会計年度） 

 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」(4) 2)に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、

法人税法改正に伴い、当連結会計年度より、平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産について、改正後

の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

 この変更に伴い、改正前の方法によった場合に比べ日本において173百万円、営業費用が増加し、営業利益

が同額減少しております。 

 （当連結会計年度） 

  (1）棚卸資産の評価に関する会計基準 

   「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」(4) 1)に記載のとおり、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）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、当連結会計年度の営業損益は、日本で営業損失が32

百万円増加しております。 

ｂ．所在地別セグメント情報

  
日本 

（百万円） 
北米 

（百万円） 
ヨーロッパ
 （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） 

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 
 67,500 16,798 27,559 4,466  116,324  － 116,324

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 6,864 66 27 1  6,959 (6,959) －

計  74,364 16,864 27,586 4,468  123,284 (6,959) 116,324

営業費用  72,306 18,093 28,583 4,348  123,332 (6,963) 116,368

営業利益又は 

営業損失（△） 
 2,058 △1,228 △997 119  △48 (△4) △43

Ⅱ 資産  54,090 10,186 20,676 4,787  89,740 (5,904) 83,836

  
日本 

（百万円） 
北米 

（百万円） 
ヨーロッパ
 （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） 

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 
 56,633 12,159 17,969 6,181  92,943  － 92,943

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 4,619 42 24 370  5,056 (5,056) －

計  61,253 12,201 17,993 6,552  98,000 (5,056) 92,943

営業費用  62,002 12,794 19,523 5,967  100,288 (5,131) 95,156

営業利益又は 

営業損失（△） 
 △749 △593 △1,529 584  △2,287 (△74) △2,213

Ⅱ 資産  36,872 6,977 11,898 5,574  61,322 (3,413) 57,908
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  (2）リース取引に関する会計基準 

   「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」(4) 2)に記載のとおり、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））を適用しております。

   これによる損益への影響は軽微であります。 

  (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 

   「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のとおり、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、当連結会計年度の営業損益は、北米で３百万円、そ

の他の地域で29百万円、それぞれ営業費用が減少し、ヨーロッパで86百万円、営業損失が増加し、営業利益

（又は営業損失）が同額減少（又は増加）しております。  

５．追加情報 

 （前連結会計年度） 

 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」(4) 2)に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、

法人税法改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得した有形固定資産については、改正前の法人税法に基づく

減価償却の方法の適用により取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の５％

相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。 

 この変更に伴い、改正前の方法によった場合に比べ日本において133百万円、営業費用が増加し、営業利益

が同額減少しております。 

 （当連結会計年度） 

 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」(4) 2)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、当連結会計年度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、日本において371百万円、営業費用が増加し、営業

損失が同額減少しております。 

  

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） 

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．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、インドネシア、タイ 

    

ｃ．海外売上高

  北米 ヨーロッパ その他の地域 計

Ⅰ．海外売上高（百万円）  17,831  26,210  6,644  50,686

Ⅱ．連結売上高（百万円）      116,324

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の割

合（％） 
 15.3  22.5  5.7  43.6

  北米 ヨーロッパ その他の地域 計

Ⅰ．海外売上高（百万円）  12,496  17,737  7,246  37,481

Ⅱ．連結売上高（百万円）      92,943

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の割

合（％） 
 13.4  19.1  7.8  40.3
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 （注） １株当たり当期純損失金額（△）の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

  該当事項はありません。 

  

（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)１株当たりの純資産額       259円86銭

(2)１株当たりの当期純損失金額 64円26銭

(1)１株当たりの純資産額  149円61銭

(2)１株当たりの当期純損失金額 70円10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、潜在株式が存在せず、また、当期純損失のため

記載しておりません。 

 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、潜在株式が存在せず、また、当期純損失のため

記載しておりません。 

  
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株当たり当期純損失金額（△）     

当期純損失（△）（百万円） △3,411 △3,720 

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損失（△）（百万

円） 
△3,411 △3,720 

期中平均株式数（千株）  53,083  53,072

（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 3,538 3,535

受取手形 111 61

売掛金 20,267 9,488

製品 917 670

原材料 295 267

仕掛品 1,018 815

貯蔵品 216 107

前渡金 308 132

短期貸付金 － 1,388

繰延税金資産 546 －

未収入金 339 413

その他 153 192

貸倒引当金 △89 △5

流動資産合計 27,624 17,068

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 4,176 3,865

構築物（純額） 630 542

機械及び装置（純額） 6,929 5,697

車両運搬具（純額） 11 7

工具、器具及び備品（純額） 1,165 810

土地 2,734 2,735

リース資産（純額） － 366

建設仮勘定 1,373 354

有形固定資産合計 17,021 14,380

無形固定資産   

借地権 142 173

施設利用権 10 10

ソフトウエア 179 123

ソフトウエア仮勘定 386 548

無形固定資産合計 719 855

投資その他の資産   

投資有価証券 51 51

関係会社株式 8,732 4,014

従業員に対する長期貸付金 27 21

長期前払費用 49 49

繰延税金資産 167 －

その他 199 202

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 9,227 4,339

固定資産合計 26,969 19,575

資産合計 54,593 36,643
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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 6,468 3,322

買掛金 6,526 3,238

短期借入金 5,620 4,500

1年内返済予定の長期借入金 4,205 4,072

未払金 614 408

未払費用 2,427 1,397

未払法人税等 199 23

前受金 518 260

預り金 39 33

製品保証引当金 494 371

固定資産購入支払手形 1,553 409

その他 0 45

流動負債合計 28,667 18,083

固定負債   

長期借入金 10,480 10,307

リース債務 － 342

退職給付引当金 258 345

役員退職慰労引当金 100 103

関係会社事業損失引当金 － 458

繰延税金負債 － 97

固定負債 10,839 11,654

負債合計 39,507 29,738

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,985 5,985

資本剰余金   

資本準備金 4,791 4,791

資本剰余金合計 4,791 4,791

利益剰余金   

利益準備金 709 709

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 179 146

保険差益圧縮積立金 2 2

別途積立金 5,396 3,196

繰越利益剰余金 △1,948 △7,894

利益剰余金合計 4,339 △3,840

自己株式 △30 △31

株主資本合計 15,086 6,905

純資産合計 15,086 6,905

負債純資産合計 54,593 36,643
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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   

製品売上高 67,793 55,136

商品売上高 321 277

売上高合計 68,115 55,413

売上原価   

製品期首たな卸高 807 917

当期製品製造原価 58,645 48,919

当期商品仕入高 314 271

合計 59,767 50,108

製品期末たな卸高 917 670

売上総利益 9,264 5,975

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 2,270 1,754

役員報酬 163 154

給料及び賃金 2,111 1,974

退職給付費用 168 183

役員退職慰労引当金繰入額 38 30

福利厚生費 293 296

減価償却費 274 190

賃借料 295 292

旅費及び交通費 163 160

研究開発費 943 1,157

製品保証引当金繰入額 66 11

貸倒引当金繰入額 18 －

貸倒損失 26 －

その他 1,026 994

販売費及び一般管理費合計 7,862 7,199

営業利益又は営業損失（△） 1,401 △1,224

営業外収益   

受取利息 10 22

受取配当金 40 135

受取賃貸料 172 182

雑収入 105 131

営業外収益合計 329 471

営業外費用   

支払利息 285 263

貸与資産原価 182 186

為替差損 410 504

雑損失 72 104

営業外費用 950 1,059

経常利益又は経常損失（△） 780 △1,811
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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   

抱合せ株式消滅差益 211 －

貸倒引当金戻入額 － 83

製品保証引当金戻入額 － 55

その他 6 1

特別利益合計 217 140

特別損失   

固定資産除却損 251 338

たな卸資産除却損 41 －

製品補償費用 106 －

関係会社株式評価損 4,999 4,679

関係会社事業損失引当金繰入額 － 458

製品保証引当金繰入額 202 －

貸倒引当金繰入額 53 －

その他 163 210

特別損失合計 5,817 5,686

税引前当期純損失（△） △4,819 △7,357

法人税、住民税及び事業税 208 10

法人税等調整額 △184 811

法人税等合計 23 821

当期純損失（△） △4,843 △8,179
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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 5,985 5,985

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,985 5,985

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 4,791 4,791

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,791 4,791

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 709 709

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 709 709

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 209 179

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △29 △33

当期変動額合計 △29 △33

当期末残高 179 146

保険差益圧縮積立金   

前期末残高 3 2

当期変動額   

保険差益圧縮積立金の取崩 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 2 2

別途積立金   

前期末残高 5,396 5,396

当期変動額   

別途積立金の取崩 － △2,200

当期変動額合計 － △2,200

当期末残高 5,396 3,196

繰越利益剰余金   

前期末残高 3,127 △1,948

当期変動額   

剰余金の配当 △265 －

当期純損失（△） △4,843 △8,179

合併による増加 2 －

固定資産圧縮積立金の取崩 29 33

保険差益圧縮積立金の取崩 0 0

別途積立金の取崩 － 2,200

当期変動額合計 △5,076 △5,946

当期末残高 △1,948 △7,894
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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 9,445 4,339

当期変動額   

剰余金の配当 △265 －

当期純損失（△） △4,843 △8,179

合併による増加 2 －

当期変動額合計 △5,106 △8,179

当期末残高 4,339 △3,840

自己株式   

前期末残高 △26 △30

当期変動額   

自己株式の取得 △4 △1

自己株式の処分 － 0

当期変動額合計 △4 △1

当期末残高 △30 △31

株主資本合計   

前期末残高 20,196 15,086

当期変動額   

剰余金の配当 △265 －

当期純損失（△） △4,843 △8,179

合併による増加 2 －

自己株式の取得 △4 △1

自己株式の処分 － 0

当期変動額合計 △5,110 △8,181

当期末残高 15,086 6,905

純資産合計   

前期末残高 20,196 15,086

当期変動額   

剰余金の配当 △265 －

当期純損失（△） △4,843 △8,179

合併による増加 2 －

自己株式の取得 △4 △1

自己株式の処分 － 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － －

当期変動額合計 △5,110 △8,181

当期末残高 15,086 6,905
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 該当事項はありません。 

  

  

継続企業の前提に関する注記

重要な会計方針

項目 
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） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1）子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

(1）子会社株式及び関連会社株式 

同左 

  (2）その他有価証券 (2）その他有価証券 

  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．棚卸資産の評価基準及び

評価方法 

(1）製品 

総平均法による原価法 

(1）製品 

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） 

  (2）原材料 

移動平均法による原価法 

(2）原材料 

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） 

  (3）仕掛品 

総平均法による原価法 

(3）仕掛品 

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） 

  (4）貯蔵品 

移動平均法による原価法 

(4）貯蔵品 

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） 

     （会計方針の変更）  

 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、総平均法に

よる原価法に、また、原材料、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、当事業年度より「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）が適用された

ことに伴い、製品、仕掛品は総平均法に

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、また、原材料、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、当事業年度の営業損失、

経常損失及び税引前当期純損失がそれぞ

れ32百万円増加しております。 
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項目 
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） 

３．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

 定率法によっております。ただし、平

成10年４月１日以降取得した建物（建物

附属設備を除く）については、定額法に

よっております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

建物       ３～50年 

機械装置       12年 

工具器具備品   ２～20年 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

 定率法によっております。ただし、平

成10年４月１日以降取得した建物（建物

附属設備を除く）については、定額法に

よっております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

建物       ３～50年 

機械装置       ９年 

工具器具備品   ２～20年 

  （会計方針の変更） 

 法人税法改正に伴い、当事業年度よ

り、平成19年４月１日以降に取得した有

形固定資産について、改正後の法人税法

に基づく減価償却の方法に変更しており

ます。 

 これにより営業利益及び経常利益がそ

れぞれ167百万円減少するとともに、税

引前当期純損失が167百万円増加してお

ります。 

  （追加情報） 

 法人税法改正に伴い、平成19年３月31

日以前に取得した有形固定資産について

は、改正前の法人税法に基づく減価償却

の方法の適用により取得価額の５％に到

達した事業年度の翌事業年度より、取得

価額の５％相当額と備忘価額との差額を

５年間にわたり均等償却し、減価償却費

に含めて計上しております。 

 これにより営業利益及び経常利益がそ

れぞれ130百万円減少するとともに、税

引前当期純損失が130百万円増加してお

ります。  

（追加情報） 

 平成20年度の法人税法改正を契機に、

当事業年度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。 

 これにより、従来と同様の方法によっ

た場合と比較して、営業損失、経常損失

及び税引前当期純損失がそれぞれ362百

万円増加しております。 

  

  (2）無形固定資産 

 定額法によっております。 

 なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間（５

年）に基づいております。 

(2）無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 
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項目 
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） 

  (3）     ──────  (3）リース資産  

 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、所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引のうち、リース取引開始日が平

成20年３月31日以前のリース取引につい

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。 

（会計方針の変更） 

 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、当事業年度より、「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））を適用し、通常の売買取引に

係る方法に準じた会計処理によっており

ます。  

 これによる損益への影響は軽微であり

ます。 

４．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為

替相場により円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。 

同左 
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項目 
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） 

５．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 売上債権・貸付金等の貸倒損失に備え

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勘案し、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）子会社株式評価引当金 

 子会社株式の実質価額の低下による損

失に備え、出資先の資産内容等を勘案し

て引当計上しております。 

(2）子会社株式評価引当金 

同左    

  (3）製品保証引当金 

 得意先からのクレームに対する費用の

支出に備えるため、当期の売上高に対応

して発生するクレーム費用を引当計上し

たものであり、その計上基準は過去の実

績比率によっております。 

(3）製品保証引当金 

同左 

  (4）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当事

業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計上しておりま

す。 

 なお、会計基準変更時差異について

は、第81期において、有価証券を退職給

付信託に拠出することにより同額を一時

に費用処理するほか、残額については、

15年による按分額を費用処理し、また、

過去勤務債務は、その発生時の従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の年数（13

年）による定額法により費用処理してお

ります。 

 数理計算上の差異は、各事業年度の発

生時における従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（13年）による定額法

により按分した額をそれぞれ発生の翌事

業年度より費用処理することとしており

ます。 

また、当社の採用している年金制度に

ついて、平成16年12月７日を改訂日、平

成17年４月１日を施行日として規約型企

業年金制度にポイント制を導入し、また

一部を確定拠出年金制度に移行しており

ます。 

(4）退職給付引当金 

同左 

  (5）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出に備えて、内

規に基づく期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 
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項目 
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） 

  (6）     ────── 

  

(6）関係会社事業損失引当金 

 関係会社の事業の損失に備えるため、

当該会社の財政状態及び経営成績等を勘

案し、投資額を超えて当社が負担するこ

ととなる損失見込額を計上しておりま

す。 

６．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。 

────── 

７．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

の要件を満たしているので特例処理を

採用しております。  

(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 

     金利スワップ取引 

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

・ヘッジ手段 

       同左 

  ・ヘッジ対象 

     変動金利の借入金利息  

・ヘッジ対象 

       同左 

   (3）ヘッジ方針 

  金利変動によるリスクを軽減するた

め、金利スワップを行なっておりま

す。  

 (3）ヘッジ方針 

        同左 

   (4）ヘッジの有効性の評価方法 

 特例処理によっている金利スワップ

について、有効性の評価を省略してお

ります。  

 (4）ヘッジの有効性の評価方法 

同左 

８．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

(1）消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜方式によっております。 

(1）消費税等の会計処理 

同左 
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前事業年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式数の増加14千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

当事業年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）１．普通株式の自己株式数の増加11千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

２．普通株式の自己株式数の減少２千株は、単元未満株式の売渡しによる減少であります。 

  

 （注） １株当たり当期純損失金額（△）の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

   

       該当事項はありません。 

  

注記事項

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末株式
数（千株） 

当事業年度増加株
式数（千株） 

当事業年度減少株
式数（千株） 

当事業年度末株式
数（千株） 

普通株式  79  14  －  94

合計  79  14  －  94

  
前事業年度末株式
数（千株） 

当事業年度増加株
式数（千株） 

当事業年度減少株
式数（千株） 

当事業年度末株式
数（千株） 

普通株式（注）１,２  94  11  2  103

合計  94  11  2  103

（１株当たり情報）

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) 

１株当たりの純資産額    284円24銭

１株当たりの当期純損失金額 91円24銭

１株当たりの純資産額 130円12銭

１株当たりの当期純損失金額 154円13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、潜在株式が存在せず、また、当期純損失のため記載

しておりません。 

 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、潜在株式が存在せず、また、当期純損失のため記載

しておりません。 

  
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) 

１株当たり当期純損失金額(△)     

当期純損失（△）（百万円）  △4,843  △8,179

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損失(△)（百万円）  △4,843  △8,179

期中平均株式数（千株）  53,083  53,072

（重要な後発事象）
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（１）役員の異動

平成21年6月24日付予定

① 代表取締役及び取締役（○印は昇任、◎印は新任、）

氏　　名 新役職

西 塚 勝 幸 代表取締役社長 代表取締役社長

○ 　　高　　橋　　　　昇 代表取締役副社長 専務取締役

○ 栗 原 信 博 専務取締役 常務取締役

○ 工 藤 恭 一 専務取締役

◎ 　　福　　田　　　　譲 専務取締役 ㈱タチエス 常務執行役員

◎ 山 崎 清 彦 専務取締役 ㈱ジェイテクト 常勤監査役

青 澤 重 高 常務取締役 常務取締役

◎ 杉 本 尚 康 常務取締役 ㈱ジェイテクト 執行役員

山 本 喜 宣 取締役 取締役

加 藤 圭 介 取締役 取締役

松 島 孝 男 取締役 取締役

栂 野 憲 夫 取締役 取締役

◎ 藤 井 治 敏 取締役 上席執行役員

② 監査役（◎印は新任）

氏　　名 新役職

　　長 谷 川　   　達 監査役（常勤） 監査役（常勤）

山 田 隆 哉 監査役（非常勤） 監査役（非常勤）  

　　齊　　藤　　 　潔 監査役（非常勤） 監査役（非常勤）

③ 退任予定取締役

氏　　名 新役職

　　近　　藤　　　　仁 代表取締役　副社長

神 藤 宏 明 専務取締役

伊 月 憲 康 取締役

６．その他

現役職

現役職

常務取締役

現役職
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