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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第1四半期 33,788 △41.4 △344 ― △400 ― △531 ―
21年3月期第1四半期 57,620 ― 1,513 ― 1,636 ― 870 ―

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

22年3月期第1四半期 △35.87 ―
21年3月期第1四半期 58.82 ―

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

22年3月期第1四半期 90,460 39,195 36.6 2,232.00
21年3月期 90,993 39,117 36.4 2,234.48

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  33,075百万円 21年3月期  33,112百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金
（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 19.00 ― 11.00 30.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
11.00 ― 11.00 22.00

3.  平成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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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

69,500 △39.9 △250 ― △450 ― △1,000 ― △67.48

通期 154,000 △24.9 2,500 △31.2 2,100 △24.9 350 664.9 23.61
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4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注） 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他 をご覧ください。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(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、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に与える不確実な要因
に係る本資料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。なお、上
記業績予想に関する事項は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 14,820,000株 21年3月期  14,820,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  1,096株 21年3月期  1,096株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 14,818,904株 21年3月期第1四半期 14,794,023株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、昨年来の世界的な金融不安の影響による景気悪化に伴

い、企業業績の不振や雇用環境の悪化から個人消費も落ち込み、企業を取り巻く環境は依然として厳しい状況と

なりました。 

このような環境のなか、当社グループ（当社及び当社の連結子会社）においても、中国地域を除いた全ての地

域において客先からの受注が減少し減収となるなか、生産体質強化施策の継続に加え、全ての地域で徹底した費

用削減施策を進めてまいりましたが、減収影響を吸収するまでには至らず、当第１四半期連結累計期間の売上高

は、337億８千８百万円（前年同期比41.4％減）、営業損失３億４千４百万円（前年同期は営業利益15億１千３

百万円）、経常損失４億円（前年同期は経常利益16億３千６百万円）、四半期純損失５億３千１百万円（前年同

期は四半期純利益８億７千万円）となりました。 

売上高を事業の種類別に見ますと、自動車部品四輪事業は305億６千２百万円（前年同期比40.5％減）、自動

車部品二輪事業は20億３千２百万円（前年同期比45.1％減）、汎用製品組立及び汎用部品事業は11億９千３百万

円（前年同期比53.2％減）となりました。 

所在地別セグメントにつきましては、日本は、売上高136億８千３百万円（前年同期比44.2％減）、営業損失

５億１千６百万円（前年同期は営業利益１千８百万円）となりました。 

北米は、売上高114億８千６百万円（前年同期比44.6％減）、営業損失２億８千１百万円（前年同期は営業利

益２億９千６百万円）となりました。 

アジアでは、売上高30億９千２百万円（前年同期比22.4％減）、営業利益１億８千４百万円（前年同期比

62.4％減）となりました。 

中国は、売上高48億３千７百万円（前年同期比24.6％増）、営業利益３億８千２百万円（前年同期比18.4％

減）となりました。ホンダ四輪車の比較的堅調な販売により増収となりましたが、原材料の高騰及び為替影響等

により減益となりました。 

その他の地域は、売上高６億８千７百万円（前年同期比84.7％減）、営業損失１億９千６百万円（前年同期は

営業利益１億４千５百万円）となりました。イギリスのユーワイエス・リミテッドは、客先の在庫調整対応によ

り、２月から生産活動を休止しておりましたが、６月より生産を再開しております。 

  

（１）資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、受取手形及び売掛金等の流動資産の増加がありました

が、減価償却による有形固定資産の減少により前連結会計年度末に比べ５億３千３百万円減少し、904億６

千万円となりました。流動資産は現金及び預金、たな卸資産等の減少がありましたが、受取手形及び売掛金

が増加したこと等により、前連結会計期間末に比べ３億１千４百万円増加し、398億６千４百万円となりま

した。 

また、負債につきましては、長期借入金の増加はありましたが、短期借入金、その他流動負債の減少等に

より、前連結会計期間末に比べ６億１千万円減少し、512億６千４百万円となりました。 

純資産は、利益剰余金の減少がありましたが、為替変動に伴う為替換算調整勘定の増加や少数株主持分の

増加により７千７百万円増加し、391億９千５百万円となりました。 

（２）キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は54億８千４百万円

となり、前連結会計年度末より10億７千１百万円減少いたしました。 

当第１四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりでありま

す。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果、使用した資金は４千３百万円となりました。 

これは主に減価償却費19億４千８百万円、たな卸資産の減少額４億７千１百万円、仕入債務の増加額３億

３千５百万円等により得られた資金から売上債権の増加額19億３千５百万円、税金等調整前四半期純損失３

億８千９百万円、賞与引当金の減少額３億７千２百万円、役員退職慰労引当金の減少額１億１千７百万円等

を差し引いた結果によるものであります。 

【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
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（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果、使用した資金は11億５千万円となりました。 

これは主に新機種投資に伴う有形固定資産の取得による支出11億７千万円等によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果、使用した資金は１億８千６百万円となりました。 

これは主に短期借入金純減少額及び長期借入金の返済による支出24億３千４百万円、配当金の支払額２億

４千８百万円（内、少数株主への配当金支払額８千５百万円含む。）から設備投資に伴う長期借入れによる

収入25億円を差し引いた結果によるものであります。 

  

第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては、受注の増加や収益改善施策の効果が期待できる

一方、為替を前回公表時の想定レートより円高方向に見直したため、平成21年５月８日の決算発表時点の業績予

想は変更していません。 

なお、為替レートは、第２四半期以降の想定レートを１米ドル95円から90円に変更しております。 

   

 該当事項はありません。  

  

四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

・税金費用の計算 

 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果

会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しておりま

す。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。  

  

 該当事項はありません。  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

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
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,424 7,297

受取手形及び売掛金 16,218 14,045

有価証券 － 100

製品 3,109 2,300

仕掛品 1,737 2,586

原材料及び貯蔵品 9,127 9,293

繰延税金資産 732 662

その他 2,514 3,264

流動資産合計 39,864 39,550

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 23,452 23,161

減価償却累計額 △9,579 △9,286

建物及び構築物（純額） 13,872 13,874

機械装置及び運搬具 65,353 62,899

減価償却累計額 △42,023 △40,543

機械装置及び運搬具（純額） 23,329 22,356

工具、器具及び備品 18,489 18,314

減価償却累計額 △16,791 △16,658

工具、器具及び備品（純額） 1,698 1,655

土地 6,387 6,375

リース資産 95 55

減価償却累計額 △14 △5

リース資産（純額） 81 49

建設仮勘定 2,085 4,075

有形固定資産合計 47,454 48,388

無形固定資産 337 287

投資その他の資産   

投資有価証券 103 97

長期貸付金 22 25

長期前払費用 581 552

繰延税金資産 280 297

その他 1,839 1,819

貸倒引当金 △25 △25

投資その他の資産合計 2,802 2,767

固定資産合計 50,595 51,442

資産合計 90,460 90,993
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 14,151 13,662

短期借入金 13,504 14,813

リース債務 29 15

未払法人税等 266 222

賞与引当金 851 1,220

役員賞与引当金 － 18

製品保証引当金 83 83

その他 5,108 6,004

流動負債合計 33,995 36,040

固定負債   

長期借入金 15,226 13,695

リース債務 72 38

繰延税金負債 447 445

退職給付引当金 924 905

役員退職慰労引当金 175 293

負ののれん 408 435

その他 14 22

固定負債合計 17,269 15,834

負債合計 51,264 51,875

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,754 1,754

資本剰余金 565 565

利益剰余金 35,886 36,581

自己株式 △1 △1

株主資本合計 38,205 38,900

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1 △3

為替換算調整勘定 △5,128 △5,784

評価・換算差額等合計 △5,129 △5,787

少数株主持分 6,119 6,005

純資産合計 39,195 39,117

負債純資産合計 90,460 90,993
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 57,620 33,788

売上原価 52,434 31,329

売上総利益 5,186 2,458

販売費及び一般管理費 3,672 2,803

営業利益又は営業損失（△） 1,513 △344

営業外収益   

受取利息 37 9

負ののれん償却額 27 27

為替差益 78 33

その他 109 42

営業外収益合計 253 113

営業外費用   

支払利息 106 151

その他 24 18

営業外費用合計 130 169

経常利益又は経常損失（△） 1,636 △400

特別利益   

固定資産売却益 24 12

国庫補助金 49 49

投資有価証券売却益 26 －

特別利益合計 100 62

特別損失   

固定資産廃棄損 12 1

固定資産売却損 1 0

固定資産圧縮損 49 49

その他 7 －

特別損失合計 70 51

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

1,666 △389

法人税等 501 94

少数株主利益 294 47

四半期純利益又は四半期純損失（△） 870 △531
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

1,666 △389

減価償却費 2,044 1,948

のれん償却額 13 －

負ののれん償却額 － △27

貸倒引当金の増減額（△は減少） △15 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △267 △372

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △35 △18

製品保証引当金の増減額（△は減少） △710 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 39 17

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △205 △117

受取利息及び受取配当金 △38 △9

支払利息 106 151

固定資産廃棄損 12 1

固定資産売却損益（△は益） △23 △12

国庫補助金等収入 △49 △49

投資有価証券売却損益（△は益） △26 －

固定資産圧縮損 49 49

売上債権の増減額（△は増加） 1,395 △1,935

たな卸資産の増減額（△は増加） △116 471

仕入債務の増減額（△は減少） △1,739 335

その他 △33 △93

小計 2,067 △51

利息及び配当金の受取額 38 9

利息の支払額 △104 △149

法人税等の支払額 △890 －

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） － 148

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,110 △43

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 △86 △560

定期預金の払戻による収入 55 390

有価証券の償還による収入 － 100

有形固定資産の取得による支出 △2,674 △1,170

有形固定資産の売却による収入 125 36

国庫補助金等による収入 49 49

貸付けによる支出 △3 △0

貸付金の回収による収入 89 3

その他 △0 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,444 △1,150
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（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30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） 436 △1,523

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △2

長期借入れによる収入 3,081 2,500

長期借入金の返済による支出 △528 △911

自己株式の売却による収入 59 －

配当金の支払額 △251 △163

少数株主への配当金の支払額 △82 △85

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,715 △186

現金及び現金同等物に係る換算差額 △154 308

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,226 △1,071

現金及び現金同等物の期首残高 6,411 6,555

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,638 5,484
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 該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

（注）１．事業区分の方法 

当社グループの事業区分は、売上高集計区分及び販売先の使用目的を勘案して区分しております。 

２．各事業区分の主要製品 

  

（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〕

  
自動車部品 

四輪 
（百万円） 

自動車部品 

二輪 
（百万円） 

汎用製品組立

及び汎用部品

（百万円） 

その他

（百万円） 
計 

（百万円） 
消去又は全社 
（百万円） 

連結

（百万円） 

売上高               

(1）外部顧客に対する売上高 51,341 3,703 2,550 24  57,620  － 57,620

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高 － － － 330  330 (330) －

計 51,341 3,703 2,550 355  57,951 (330) 57,620

営業利益 1,120 310 54 9  1,494  19 1,513

  
自動車部品 

四輪 
（百万円） 

自動車部品 

二輪 
（百万円） 

汎用製品組立

及び汎用部品

（百万円） 

その他

（百万円） 
計 

（百万円） 
消去又は全社 
（百万円） 

連結

（百万円） 

売上高               

(1）外部顧客に対する売上高 30,562 2,032 1,193 －  33,788  － 33,788

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高 － － － 231  231 (231) －

計 30,562 2,032 1,193 231  34,020 (231) 33,788

営業利益又は営業損失(△） △307 △23 △41 16  △355  11 △344

事業区分 主要製品 

自動車部品四輪 

排気系部品 
エキゾースト・マニホールド、エキゾースト・パイプ、排

気触媒コンバータ、サイレンサー（マフラー） 

駆動系部品 
オートマチック・トランスミッション・トルクコンバー

タ、デュアルマス・フライホイール 

その他 オイルパン、ドアビーム、ロアーアーム 

自動車部品二輪 
ブレーキディスク、フロントフェンダー、ブレーキペダル、サイレンサー

（マフラー）、ハンドルパイプ、ＡＴＶ用部品 

汎用製品組立及び汎用部品 船外機塗装、超小型４ストロークエンジン、フューエルタンク 

その他 機械、金型・治具、他 
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前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 （注）１．国または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国または地域は次のとおりであります。 

（1）北米……………米国 

（2）アジア…………フィリピン国、インドネシア国、タイ国、インド国 

（3）中国……………中国  

（4）その他の地域…英国、ブラジル国 

３．前第３四半期連結会計期間より、「アジア」、「中国」について、重要性の観点から区分掲記しておりま

す。なお、当第１四半期連結累計期間と同一の区分方法によった場合の前第１四半期連結累計期間の所在地

別セグメント情報は次のとおりであります。 

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（百万円） 
北米

（百万円） 
その他の地域

（百万円） 
計

（百万円） 
消去又は全社 
（百万円） 

連結

（百万円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上

高 
 24,513 20,747 12,359 57,620  － 57,620

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 3,761 10 497 4,269 (4,269) －

計  28,275 20,757 12,856 61,889 (4,269) 57,620

営業利益  18 296 1,106 1,421  91 1,513

  
日本

（百万円） 
北米 

（百万円） 
アジア

（百万円） 
中国

（百万円） 
その他の地域

（百万円） 
計 

（百万円） 
消去又は全社 
（百万円） 

連結

（百万円） 

売上高                 

(1）外部顧客に対する売上

高 
 13,683  11,486 3,092 4,837 687  33,788  － 33,788

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 2,617  4 214 8 89  2,934 (2,934) －

計  16,301  11,490 3,307 4,845 777  36,722 (2,934) 33,788

営業利益又は 
営業損失(△) 

 △516  △281 184 382 △196  △428  83 △344

  
日本

（百万円） 
北米 

（百万円） 
アジア

（百万円） 
中国

（百万円） 
その他の地域

（百万円） 
計 

（百万円） 
消去又は全社 
（百万円） 

連結

（百万円） 

売上高                 

(1）外部顧客に対する売上

高 
 24,513  20,747 3,986 3,882 4,490  57,620  － 57,620

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 3,761  10 430 52 117  4,372 (4,372) －

計  28,275  20,757 4,416 3,935 4,608  61,993 (4,372) 57,620

営業利益  18  296 489 469 145  1,419  94 1,513
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前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 （注）１．国または地域は地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する国または地域は次のとおりであります。 

（1）北米……………米国、カナダ国 

（2）アジア…………フィリピン国、インドネシア国、タイ国、インド国他 

（3）中国……………中国  

（4）その他の地域…英国、ブラジル国他 

３．前第３四半期連結会計期間より、「アジア」、「中国」について、重要性の観点から区分掲記しておりま

す。なお、当第１四半期連結累計期間と同一の区分方法によった場合の前第１四半期連結累計期間の海外売

上高は次のとおりであります。 

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

４．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。  

 該当事項はありません。 

   

〔海外売上高〕

  北米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）    20,925  12,146  33,071

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  57,620

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割

合（％） 
 36.3  21.1  57.4

  北米 アジア 中国 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  11,488  3,105  4,830  679  20,103

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  －  33,788

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合

（％） 
 34.0  9.2  14.3  2.0  59.5

  北米 アジア 中国 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  20,925  3,940  3,858  4,346  33,071

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  －  57,620

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合

（％） 
 36.3  6.8  6.7  7.6  57.4

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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