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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 7,873 △39.6 △1,087 ― △1,153 ― △987 ―

21年3月期第1四半期 13,038 ― 271 ― 411 ― 165 ―

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 △12.02 ―

21年3月期第1四半期 2.02 ―

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 63,701 16,115 22.8 176.93
21年3月期 64,128 15,675 21.9 171.49

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  14,521百万円 21年3月期  14,074百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 0.00 0.00

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

16,000 △40.7 △1,600 ― △1,900 ― △1,900 ― △23.15

通期 34,000 △24.1 △1,500 ― △2,200 ― △2,200 ― △26.80
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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  無  

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

(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 

上記業績予想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、実際の業績は今後の様々な要因によって予想数値と異なる
可能性があります。 

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 83,741,579株 21年3月期  83,741,579株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  1,671,907株 21年3月期  1,669,790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 82,070,360株 21年3月期第1四半期 82,081,824株
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当第１四半期連結累計期間における世界経済は、中国等一部の国において景気持ち直しの兆しは見られ

ますが、欧米をはじめとして、依然景気低迷の状況が続いています。日本においても、内需、輸出の不振

により、先行き不透明な状況が続いています。 

当グループが関連する自動車業界におきましても、新車販売不振等による市場の縮小から自動車メーカ

ーの在庫調整が続き、当グループも受注量の大幅な減少の影響を受け、連結売上高は78億73百万円と前年

同四半期比39.6％の減少となりました。 

損益面におきましては、合理化をおしすすめるとともに人件費をはじめとした経費の圧縮をすすめてき

ましたが、減産等の影響は大きく、営業損失10億87百万円(前年同四半期は営業利益２億71百万円)、経常

損失11億53百万円（前年同四半期は経常利益４億11百万円）、四半期純損失９億87百万円（前年同四半期

は四半期純利益１億65百万円）となりました。 

なお、事業の種類別セグメントの業績を示すと次のとおりであります。 

  

自動車関連製品事業は、前連結会計年度後半からの自動車メーカーの在庫調整のための急激な減産が

当第１四半期連結累計期間においても継続したことにより、売上高は68億94百万円と前年同四半期比

39.9％の減少となりました。 

その結果、営業損失は11億45百万円（前年同四半期は営業利益１億63百万円）となりました。 

舶用関連製品事業は、景気後退の影響が当第１四半期連結累計期間より表れ、売上高は４億64百万円

と前年同四半期比25.3％の減少となりました。 

しかしながら、合理化をおしすすめるとともに経費の圧縮をすすめてきました結果、営業利益は73百

万円と前年同四半期期比19.5％の増加となりました。 

その他の製品事業は、景気後退の影響に加え、製品の見直し等により、売上高は５億14百万円と前年

同四半期比45.7％の減少となりました。 

その結果、営業損失は14百万円（前年同四半期は営業利益46百万円）となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ、４億26百万円減少し、637

億１百万円となりました。これは買掛金支払等による「現金及び預金」の減少17億４百万円に対し、株価

上昇に伴い「投資有価証券」が８億95百万円増加したこと及び「受取手形及び売掛金」が３億77百万円増

加したこと等によるものであります。 

 負債については、前連結会計年度末に比べ、８億66百万円減少し、475億86百万円となりました。これ

は「支払手形及び買掛金」の減少13億47百万円、「その他流動負債」の減少10億７百万円に対し、「有利

子負債」が15億99百万円増加したこと等によるものであります。 

 純資産については、前連結会計年度末に比べ、４億40百万円増加し、161億15百万円となりました。こ

れは「為替換算調整勘定」の増加９億３百万円、「その他有価証券評価差額金」の増加５億33百万円に対

し、「利益剰余金」が９億87百万円減少したこと等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

①自動車関連製品事業

②舶用関連製品事業

③その他の製品事業

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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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の残高は、前連結会計年度末に比べて17億

６百万円減少し、33億64百万円となりました。 

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・フローは、16億50百万円の支出となりました。これは主に税金等調整

前四半期純損失が11億53百万円となり、減価償却費が11億55百万円あったこと、仕入債務が14億45百

万円減少したこと等によるものであります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、14億49百万円の支出となりました。これは主に有形固定資

産の取得によるものであります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、13億85百万円の収入となりました。これは主に短期借入金

16億92百万円の増加、長期借入金５億68百万円の調達及び８億34百万円の返済によるものでありま

す。 

  

当グループを取り巻く事業環境は依然厳しい状況にありますが、当第１四半期業績は概ね計画通りとな

り、平成22年３月期(平成21年４月１日～平成22年３月31日)の第２四半期連結累計期間および通期の連結

業績予想につきましては、平成21年５月15日公表の予想数値に変更はありません。 
  
  

該当事項はございません。 
  

該当事項はございません。 
  

該当事項はございません。 

  

(キャッシュ・フローの状況)

(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)

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 3,393 5,098

受取手形及び売掛金 6,534 6,157

商品及び製品 4,973 4,963

仕掛品 2,057 1,981

原材料及び貯蔵品 1,745 1,843

繰延税金資産 232 87

その他 876 999

貸倒引当金 △139 △144

流動資産合計 19,674 20,987

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 10,206 10,158

機械装置及び運搬具（純額） 17,443 16,417

土地 5,580 5,554

建設仮勘定 2,515 3,565

その他（純額） 1,118 1,108

有形固定資産合計 36,863 36,804

無形固定資産   

無形固定資産合計 587 598

投資その他の資産   

投資有価証券 4,656 3,761

長期貸付金 16 17

繰延税金資産 447 452

その他 1,502 1,553

貸倒引当金 △47 △47

投資その他の資産合計 6,575 5,737

固定資産合計 44,026 43,140

資産合計 63,701 64,128

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,241 5,588

短期借入金 7,139 5,447

1年内返済予定の長期借入金 4,905 3,994

リース債務 124 141

未払法人税等 29 14

設備関係支払手形 1,207 1,664

その他 1,776 2,783

流動負債合計 19,424 19,634
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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) 

固定負債   

長期借入金 22,145 23,302

リース債務 1,853 1,684

繰延税金負債 1,236 889

退職給付引当金 2,665 2,670

その他 261 272

固定負債合計 28,161 28,818

負債合計 47,586 48,453

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,839 9,839

資本剰余金 5,875 5,875

利益剰余金 △488 498

自己株式 △370 △369

株主資本合計 14,856 15,844

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 938 405

繰延ヘッジ損益 2 5

為替換算調整勘定 △1,276 △2,180

評価・換算差額等合計 △335 △1,769

新株予約権 27 27

少数株主持分 1,566 1,572

純資産合計 16,115 15,675

負債純資産合計 63,701 64,128
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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 13,038 7,873

売上原価 10,436 7,189

売上総利益 2,602 683

販売費及び一般管理費 2,330 1,770

営業利益又は営業損失（△） 271 △1,087

営業外収益   

受取利息 12 1

受取配当金 56 22

為替差益 253 76

その他 32 69

営業外収益合計 355 170

営業外費用   

支払利息 144 178

その他 70 57

営業外費用合計 215 236

経常利益又は経常損失（△） 411 △1,153

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（△）

411 △1,153

法人税、住民税及び事業税 114 5

法人税等調整額 108 △159

法人税等合計 223 △154

少数株主利益又は少数株主損失（△） 22 △11

四半期純利益又は四半期純損失（△） 165 △987
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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（△）

411 △1,153

減価償却費 1,206 1,155

貸倒引当金の増減額（△は減少） △38 △6

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △324 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △22 △5

受取利息及び受取配当金 △69 △23

支払利息 144 178

為替差損益（△は益） △253 △76

売上債権の増減額（△は増加） 384 △183

たな卸資産の増減額（△は増加） 88 187

仕入債務の増減額（△は減少） 191 △1,445

その他 154 △155

小計 1,874 △1,528

利息及び配当金の受取額 69 23

利息の支払額 △153 △171

法人税等の支払額 △429 25

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,361 △1,650

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 △662 △1,450

その他 4 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △657 △1,449

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） 1,394 1,692

長期借入れによる収入 － 568

長期借入金の返済による支出 △527 △834

配当金の支払額 △241 △1

その他 △17 △40

財務活動によるキャッシュ・フロー 609 1,385

現金及び現金同等物に係る換算差額 △445 8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 867 △1,706

現金及び現金同等物の期首残高 4,033 5,071

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,901 3,364
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該当事項はございません。 

  

  

 
  

  

 
  

(注) 事業区分の方法 

事業区分は、販売先産業の種類により下記のとおり区分しております。 

①自動車関連製品事業・・・自動車用機関部品、二輪車用機関部品 

②舶用関連製品事業 ・・・舶用機関部品 

③その他の製品事業 ・・・陸用機関部品、家電製品部品、事務機器用部品、産業機械用部品他 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

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）

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

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）

自動車関連製品
事業

(百万円)

舶用関連製品
事業

(百万円)

その他の製品
事業

(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

11,469 621 947 13,038 － 13,038

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － (－) －

計 11,469 621 947 13,038 (－) 13,038

営業利益 163 61 46 271 (－) 271

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）

自動車関連製
品事業

(百万円)

舶用関連製
品事業

(百万円)

その他の製
品事業

(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

6,894 464 514 7,873 － 7,873

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － (－) －

計 6,894 464 514 7,873 (－) 7,873

営業利益又は営業損失
(△)

△1,145 73 △14 △1,087 (－) △1,087

日本ピストンリング㈱　(6461)　平成22年3月期　第1四半期決算短信

-　9　-



  

 
  

  

 
  

(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アジア・・・・・タイ、インドネシア、中国他 

②ヨーロッパ・・・ドイツ 

③その他の地域・・北米 

  

【所在地別セグメント情報】

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）

日本

(百万円)

アジア

(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)

売上高

(1)外部顧客に対する売
上高

9,999 1,263 1,197 578 13,038 － 13,038

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,441 160 5 － 1,606 (1,606) －

計 11,440 1,423 1,203 578 14,644 (1,606) 13,038

営業利益又は営業損失
(△)

217 160 28 △108 298 (26) 271

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）

日本

(百万円)

アジア

(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)

売上高

(1)外部顧客に対する売
上高

6,199 729 597 347 7,873 － 7,873

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高

693 181 1 9 885 (885) －

計 6,892 910 598 356 8,758 (885) 7,873

営業利益又は営業損失
(△)

△772 △156 △25 △114 △1,068 (18) △1,087
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(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 各区分に属する主な国又は地域 

①アジア・・・・・タイ、インドネシア、シンガポール、中国他 

②ヨーロッパ・・・ドイツ他 

③北米・・・・・・アメリカ他 

④その他の地域・・南アフリカ、ヨルダン、メキシコ他 

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

  

該当事項はございません。 

  

【海外売上高】

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）

アジア ヨーロッパ 北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 2,315 1,118 386 1,114 4,935

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － － 13,038

Ⅲ 連結売上高に占める海外
売上高の割合（％）

17.8 8.6 3.0 8.5 37.9

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）

アジア ヨーロッパ 北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 1,701 522 225 547 2,997

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － － 7,873

Ⅲ 連結売上高に占める海外
売上高の割合（％）

21.6 6.6 2.9 7.0 38.1

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

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）
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