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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 20,928 △48.4 △496 ― △197 ― △581 ―

21年3月期第1四半期 40,535 ― 4,431 ― 4,182 ― 2,375 ―

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 △18.64 ―

21年3月期第1四半期 76.14 70.29

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 91,920 41,407 36.3 1,070.25
21年3月期 93,091 40,765 35.8 1,068.19

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  33,386百万円 21年3月期  33,322百万円

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 ― 20.00 ― 10.00 30.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

10.00 ― 10.00 20.00

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  有  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

46,500 △43.3 0 △100.0 400 △95.1 200 △94.9 6.41

通期 98,500 △32.3 3,700 △56.9 3,400 △41.9 1,700 ― 54.49



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 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等について
は、４ページ【定性的情報・財務情報等】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 31,200,000株 21年3月期  31,200,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  4,840株 21年3月期  4,786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 31,195,181株 21年3月期第1四半期 31,195,316株



当第１四半期連結会計期間における当社グループを取り巻く経済情勢は、世界的な景気後退による二輪車・四

輪車需要の大幅な減少に加え、為替も円高で推移する等、引き続き厳しい状況で推移いたしました。 

このような環境の中、当社は経営計画達成のための諸施策を積極的に展開してまいりましたが、当第１四半期

連結会計期間における連結売上高は20,928百万円（前年同期比48.4％減）、営業損益は496百万円の営業損失（前

年同期は4,431百万円の営業利益）となりました。 

所在地別セグメントの状況につきまして、国内では、主要販売先の減産や在庫調整の影響により、売上高は

6,602百万円（前年同期比44.4％減）となり、営業損益は271百万円の営業損失（前年同期は995百万円の営業利

益）となりました。 

北米地域は、四輪車販売の大幅減少の影響を受け、売上高は3,689百万円（前年同期比55.4％減）となり、営業

損益は392百万円の営業損失（前年同期は44百万円の営業損失）となりました。 

欧州地域は、主要取引先への四輪車用製品の販売が減少したこと等により、売上高は1,186百万円（前年同期比

62.0％減）となり、営業損益は114百万円の営業損失（前年同期は243百万円の営業利益）となりました。 

アジア地域は、インドでの二輪車用製品の増加に加え中国の新規連結による増加があったものの、タイ・イン

ドネシアでの二輪車需要の減少等により、売上高は6,686百万円（前年同期比31.4％減）となり、営業利益は401

百万円（同79.9％減）となりました。 

南米地域は、主要販売先への二輪車用製品の販売が大幅に減少し、売上高は2,763百万円（同63.1％減）とな

り、営業損益は209百万円の営業損失（前年同期は1,289百万円の営業利益）となりました。 

 連結経常損益は197百万円の経常損失（同4,182百万円の経常利益）となり、四半期純損失は581百万円（同

2,375百万円の四半期純利益）となりました。 

  

（１）当第１四半期連結会計期間の連結財政状況 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前期末に比べて1,171百万円減少し、91,920百万円となりました。 

流動資産は、前期末に比べて2,478百万円減少し、35,073百万円となりました。主な要因は、新規連結子会社の

増加1,773百万円、現金及び預金の減少3,915百万円等によるものです。 

固定資産は、前期末に比べて1,307百万円増加し、56,846百万円となりました。主な要因は、新規連結子会社の

有形固定資産増加3,690百万円、新規連結子会社以外の有形固定資産減少1,452百万円、新規連結による子会社出

資金の減少3,430百万円等によるものです。 

負債は、前期末に比べて1,814百万円減少し、50,512百万円となりました。主な要因は、新規連結子会社増加

3,182百万円、支払手形及び買掛金減少3,950百万円、未払費用減少1,099百万円等によるものです。 

少数株主持分を含めた純資産は、前期末に比べて642百万円増加し、41,407百万円となりました。主な要因は、

新規連結子会社増加による減少797百万円のほか、利益剰余金減少1,638百万円、為替換算調整勘定増加1,583百万

円、少数株主持分増加578百万円等によるものです。  

  

（２）当第１四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結累計期間において営業活動の結果使用した資金は2,056百万円となりました。主なプラス要因

は、減価償却費3,130百万円等です。主なマイナス要因は、仕入債務の減少4,040百万円等です。 

投資活動の結果使用した資金は3,039百万円となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出3,319百

万円等によるものです。 

財務活動の結果得られた資金は859百万円となりました。 

この結果、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は4,906百万円となりました。 

  

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

２．連結財政状態に関する定性的情報



 通期の見通しにつきましては、先進諸国を中心とした景気低迷の長期化や、新興国での成長鈍化が予想され、為

替も円高で推移する等、当社グループを取り巻く経営環境は引き続き厳しい状況で推移すると思われます。 

 このような経営環境の中、当社グループは、年初より、売上の拡大が見込めない環境下においても収益を確保で

きるスリムで筋肉質な企業体質の構築を目指して、事業体制を抜本的に見直す施策を推進しております。当第１四

半期では、部品事業の集約、生産拠点の再編や統廃合、徹底的なコスト低減をスピーディに展開し、その成果が上

期から収益改善に寄与する見通しです。また、中国やインド等一部の地域で持ち直しの兆しが出てきており、国内

の四輪車部品販売も当初計画を上回る見通しとなりました。 

 このような状況を考慮し、平成21年5月7日に公表いたしました業績予想を変更し、連結売上高98,500百万円(前

期比32.3%減)、連結営業利益3,700百万円(前期比56.9%減)、連結経常利益3,400百万円(前期比41.9%減)、連結当期

純利益1,700百万円(前期は4,381百万円の当期純損失)といたします。 

なお、想定為替レートは、95円/US$、2.7円/バーツ、42円/レアルです。 

  

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） 

法人税の計算について 

国内の会社において、従来原則法により税金を計算しておりましたが、税金費用をより合理的に配分するた

め、当第１四半期連結累計期間より、連結会計年度の税引前四半期純利益に当該見積り実効税率を乗じて計算す

る方法に変更しております。 

ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、税金等調

整前四半期純利益に一時差異等に該当しない重要な差異を加減した上で、法定実効税率を乗じて計算しておりま

す。  

なお、この変更による影響は軽微であります。 

  

 該当事項はありません。  

   

（追加情報） 

当社は、役員に対する退職慰労金の支払いに備えるため、役員退職慰労引当金を計上しておりましたが、平成

21年５月20日開催の取締役会において、平成21年６月23日開催の第82回定時株主総会終結の時をもって退職慰労

金制度を廃止することを決議いたました。これに伴い、同総会において、同総会終結の時までの在任期間に対す

る退職慰労金を打ち切り支給することを決議いたしました。 

このため、役員退職慰労引当金を取り崩し、支給時まで固定負債「その他」（長期未払金）として計上してお

ります。 

なお、国内連結子会社においても退職慰労金制度を廃止し、同様の処理を行っております。 

  

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



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 5,446 9,148

受取手形及び売掛金 9,309 8,301

商品及び製品 4,947 4,913

仕掛品 3,222 2,983

原材料及び貯蔵品 8,061 8,103

繰延税金資産 641 601

その他 3,536 3,564

貸倒引当金 △90 △64

流動資産合計 35,073 37,552

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 23,107 21,365

減価償却累計額 △11,695 △11,133

建物及び構築物（純額） 11,411 10,232

機械装置及び運搬具 119,097 114,312

減価償却累計額 △91,165 △88,463

機械装置及び運搬具（純額） 27,931 25,849

工具、器具及び備品 6,388 6,027

減価償却累計額 △4,930 △4,639

工具、器具及び備品（純額） 1,457 1,388

土地 3,625 3,598

建設仮勘定 4,036 3,428

有形固定資産合計 48,463 44,497

無形固定資産   

借地権 208 －

ソフトウエア 501 512

のれん 8 9

その他 15 12

無形固定資産合計 732 534

投資その他の資産   

投資有価証券 3,844 3,348

出資金 18 3,449

長期貸付金 32 19

繰延税金資産 1,916 2,074

その他 1,906 1,682

貸倒引当金 △67 △67

投資その他の資産合計 7,650 10,507

固定資産合計 56,846 55,539

資産合計 91,920 93,091



（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 8,364 11,575

短期借入金 22,012 18,523

1年内償還予定の社債 712 712

未払金 1,817 1,880

未払費用 3,767 4,396

未払法人税等 755 1,175

繰延税金負債 － 175

賞与引当金 750 821

役員賞与引当金 7 17

製品補償引当金 95 91

その他 856 1,516

流動負債合計 39,139 40,885

固定負債   

社債 6,600 6,900

長期借入金 2,512 2,449

繰延税金負債 128 32

退職給付引当金 1,561 1,484

役員退職慰労引当金 － 223

その他 571 350

固定負債合計 11,372 11,440

負債合計 50,512 52,326

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,973 2,973

資本剰余金 2,714 2,714

利益剰余金 35,979 37,670

自己株式 △5 △5

株主資本合計 41,661 43,352

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,545 1,250

為替換算調整勘定 △9,820 △11,280

評価・換算差額等合計 △8,274 △10,030

少数株主持分 8,021 7,442

純資産合計 41,407 40,765

負債純資産合計 91,920 93,091



（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 40,535 20,928

売上原価 32,874 19,199

売上総利益 7,661 1,729

販売費及び一般管理費 3,229 2,225

営業利益又は営業損失（△） 4,431 △496

営業外収益   

受取利息 42 13

受取配当金 37 8

為替差益 － 245

受取賃貸料 5 5

その他 91 273

営業外収益合計 177 545

営業外費用   

支払利息 254 181

社債利息 － 15

固定資産除却損 0 8

為替差損 120 －

その他 50 41

営業外費用合計 426 246

経常利益又は経常損失（△） 4,182 △197

特別利益   

固定資産売却益 1 10

特別利益合計 1 10

特別損失   

固定資産売却損 22 0

固定資産除却損 20 4

減損損失 － 134

特別損失合計 43 139

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（△）

4,140 △325

法人税、住民税及び事業税 1,617  

法人税等調整額 △441  

法人税等合計 1,175 160

少数株主利益 589 95

四半期純利益又は四半期純損失（△） 2,375 △581



（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 4,140 △325

減価償却費 3,803 3,130

減損損失 － 134

のれん償却額 1 1

貸倒引当金の増減額（△は減少） 26 21

賞与引当金の増減額（△は減少） 776 △91

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △22 △10

製品補償引当金の増減額（△は減少） △4 △0

退職給付引当金の増減額（△は減少） 56 73

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △26 △25

受取利息及び受取配当金 △79 △22

支払利息 254 196

為替差損益（△は益） △5 △10

有形固定資産除売却損益（△は益） 42 2

売上債権の増減額（△は増加） △2,279 △60

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,104 839

仕入債務の増減額（△は減少） △129 △4,040

その他 936 △1,001

小計 8,595 △1,188

利息及び配当金の受取額 96 25

利息の支払額 △303 △183

法人税等の支払額 △1,844 △709

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,544 △2,056

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 － △789

定期預金の払戻による収入 － 1,058

有形固定資産の取得による支出 △3,371 △3,319

有形固定資産の売却による収入 47 138

無形固定資産の取得による支出 △51 △29

投資有価証券の取得による支出 △3 △2

貸付金の回収による収入 3 3

貸付けによる支出 △6 △7

子会社出資金の取得による支出 △831 －

その他 △27 △90

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,240 △3,039



（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） △3,211 1,455

長期借入れによる収入 108 173

長期借入金の返済による支出 △118 △123

社債の償還による支出 － △300

自己株式の取得による支出 － △0

配当金の支払額 △561 △311

その他 △67 △33

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,850 859

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,307 466

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,854 △3,769

現金及び現金同等物の期首残高 10,564 8,364

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 311

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,710 4,906



 該当事項はありません。 

  

 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）及び前第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） 

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

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

が、部品部門における売上高、営業損益及び資産の金額はいずれも全体の90％超であるため、事業の種類別セグ

メント情報の記載を省略しております。 

  

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） 
  

 （注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）北米…………アメリカ、カナダ 

(2）欧州…………イギリス、ハンガリー 

(3）アジア………インドネシア、タイ、インド 

(4）南米…………ブラジル 

３．本セグメント情報の金額は消費税等抜きで表示しております。 

４．会計処理方法の変更 

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

「四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更」に記載のとおり、当第

１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月

５日）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合と比べて、営業利益が日本で

342百万円減少しております。 

（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い） 

「四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更」に記載のとおり、当第

１四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によっ

た場合に比べて、営業利益がアジアで12百万円、南米で11百万円それぞれ増加しております。  

５．追加情報 

「四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更」に記載のとおり、当第

１四半期連結会計期間より、機械装置の耐用年数を変更しております。この変更に伴い、従来の方法に

よった場合と比べて、営業利益が日本で93百万円減少しております。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 北米 欧州 アジア 南米 計 消去又は全社 連結 

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

 売上高                 

(1）外部顧客に対する

売上高 
11,881 8,272 3,127 9,756 7,496 40,535 － 40,535

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替高 
5,962 93 173 141 4 6,375 (6,375) －

計 17,844 8,366 3,301 9,897 7,501 46,911 (6,375) 40,535

 営業損益 995 (44) 243 1,996 1,289 4,479 (47) 4,431



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．地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）北米…………アメリカ、カナダ 

(2）欧州…………イギリス、ハンガリー 

(3）アジア………インドネシア、タイ、インド、中国 

(4）南米…………ブラジル 

３．本セグメント情報の金額は消費税等抜きで表示しております。 

４．追加情報 

  非連結子会社であった武蔵精密汽車零部件（中山）有限公司（中国・広東省）が、連結範囲における重要

性が増したため、新たに連結子会社としてアジアセグメントに含めて表示しております。 

  

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） 

 （注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）北米………………アメリカ、カナダ 

(2）欧州………………イギリス、ハンガリー、ドイツ、フランス、ポーランド 

(3）アジア……………インドネシア、タイ、インド、中国 

(4）南米………………ブラジル 

(5）その他 

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

  

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．地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）北米………………アメリカ、カナダ 

(2）欧州………………イギリス、ハンガリー、ドイツ、フランス、ポーランド 

(3）アジア……………インドネシア、タイ、インド、中国 

(4）南米………………ブラジル 

(5）その他 

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

  
日本 北米 欧州 アジア 南米 計 消去又は全社 連結 

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

 売上高                 

(1）外部顧客に対する

売上高 
6,602 3,689 1,186 6,686 2,763 20,928 － 20,928

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替高 
2,942 24 65 133 －   3,164 (3,164) －

計 9,545 3,713 1,251 6,819 2,763 24,093 (3,164) 20,928

 営業損益 (271) (392) (114) 401 (209) (587) 91 (496)

〔海外売上高〕

  北米 欧州 アジア 南米 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 8,233 3,107 10,159 7,472 64 29,037

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － － － 40,536

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める割合（％） 20.3 7.7 25.1 18.4 0.2 71.6

  北米 欧州 アジア 南米 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 3,653 1,152 6,686 2,750 83 14,327

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － － － 20,928

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める割合（％） 17.5 5.5 31.9 13.1 0.4 68.5



   

 該当事項はありません。 

   

 該当事項はありません。  

  

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報
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