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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 5,291 △66.1 △523 ― △502 ― △524 ―
21年3月期第1四半期 15,608 ― 731 ― 783 ― 426 ―

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 △19.05 ―
21年3月期第1四半期 15.49 ―

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 33,805 17,018 48.5 595.85
21年3月期 34,911 17,403 48.1 609.78

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  16,410百万円 21年3月期  16,794百万円

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  
   現時点では、平成22年３月期の配当予想は未定であります。 

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）
― ― ― ―

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 12,000 △63.2 △1,480 ― △1,430 ― △1,590 ― △57.73

通期 29,200 △42.5 △1,860 ― △1,830 ― △2,050 ― △74.43
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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、５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、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。 
 ２．平成22年３月期の配当予想につきましては、業績の状況や経営環境の先行きが不透明であることから、今後の業績の動向を見極めつつ検討するこ  
ととしており未定とさせていただきます。予想額の開示は可能となった時点で速やかに開示いたします。 

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 27,573,000株 21年3月期  27,573,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  30,879株 21年3月期  30,479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 27,542,421株 21年3月期第1四半期 27,545,251株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、昨年来の世界的な経済危機の影響を受け、企業収

益や設備投資は引き続き大幅に減少し、また、雇用情勢も悪化の一途を辿っており、景気は依然として先

行き不透明な厳しい状況が続いております。 

このような情勢下において、当社グループは、生産体制の効率化・コスト圧縮を徹底して推進すること

により、業績の向上に努めてまいりましたが、景気の落ち込みの影響は大きく、当第１四半期連結会計期

間の売上高は、前年同四半期に比べ103億１千６百万円減少し52億９千１百万円となりました。 

また、損益面におきましては、売上高の大幅な減少の影響を受け、営業利益は前年同四半期に比べ12億

５千５百万円減少し、５億２千３百万円の営業損失となりました。経常利益も前年同四半期に比べ12億８

千５百万円減少し、５億２百万円の経常損失となりました。四半期純利益は前年同四半期に比べ９億５千

１百万円減少し５億２千４百万円の四半期純損失となりました。 

  

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。 

  

① エンジン部品事業 

建設機械市場において、中国や一部の新興国で需要回復の兆しが見られたものの、日・米・欧の先

進諸国では長引く景気低迷の影響により建設投資が依然として低水準に推移しており、全体としての

需要は前年同四半期に比べ大幅に減少しました。 

このような環境のもと、売上高は前年同四半期に比べ60億２千７百万円減少し、19億７千８百万円

となりました。損益面では、売上高の大幅な減少の影響により、営業利益は前年同四半期に比べ４億

３千８百万円減少し、２億４千９百万円の営業損失となりました。 

  

② 自動車用部品事業 

トラック市場におきましては、景気低迷の影響で、国内だけでなく海外においても、前年同四半期

比で需要が大幅に減少した結果、売上高は前年同四半期に比べ42億７千１百万円減少し、32億６千６

百万円となりました。損益面では、売上高の大幅な減少により、営業利益は前年同四半期に比べ７億

８千９百万円減少し、２億８千４百万円の営業損失となりました。 

  

③ その他事業 

売上高は前年同四半期に比べ１億２千１百万円減少し、１億９百万円となりました。営業利益は前

年同四半期に比べ２千６百万円減少し、７百万円となりました。 

  

・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
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所在地別セグメントの業績については、次のとおりであります。 

  

① 日本 

トラック市場におきましては、長引く景気低迷により企業の設備投資が減少したことにより国内、

海外ともに需要は前年同四半期を大幅に下回りました。建設機械市場におきましては、一部の新興国

で需要回復の兆しが見られるものの、先進諸国では長引く景気低迷の影響による建設投資が依然とし

て低水準に推移しており、需要は国内、海外ともに前年同四半期を大幅に下回りました。このような

環境のもと、売上高は前年同四半期に比べ93億１千２百万円減少し、43億４千万円となりました。一

方、損益面では、売上高の大幅な減少の影響により、営業利益は前年同四半期に比べ８億８千８百万

円減少し、６億９百万円の営業損失となりました。 

  

② アジア 

タイ及びインドネシア向け自動車用部品の売上高が減少したこと等により、売上高は前年同四半期

に比べ12億６千９百万円減少し、11億３千５百万円となりました。営業利益は前年同四半期に比べ３

億８千３百万円減少し、７千５百万円となりました。 

  

流動資産は、前連結会計年度末に比べ12億６千９百万円減少し、93億７千万円となりました。これ

は、主に現金及び預金が９億５千９百万円減少したこと及び受取手形及び売掛金が７億１千４百万円

減少したことなどによります。  

固定資産は、前連結会計年度末に比べ１億６千２百万円増加し、244億３千４百万円となりまし

た。これは、有形固定資産の一部をリース取引契約に変更したこと等により、機械装置及び運搬具が

４億７千万円減少したものの、リース資産が２億１千９百万円増加し、また設備投資を実施したこと

により建設仮勘定が４億５千２百万円増加したことなどによります。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ６億２百万円減少し、72億７千万円となりました。これは、

短期借入金が２億９百万円増加したものの、支払手形及び買掛金が８億８千３百万円減少したことな

どによります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べ１億１千９百万円減少し、95億１千５百万円となりました。

これは、主に有形固定資産の一部をリース取引契約に変更したことによりリース債務が１億６千２百

万円増加したものの、長期借入金が２億６千８百万円減少したことなどによります。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ３億８千４百万円減少し、170億１千８百万円となりまし

た。これは、為替換算調整勘定が１億３千万円増加したものの、利益剰余金が５億９千１百万円減少

したことなどによります。 

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1)財政状態の変動状況

(資産)

(負債)

(純資産)
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当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度

末に比べ９億５千９百万円減少し、21億６千２百万円となりました。 

営業活動の結果減少した資金は１億６千１百万円となりました。  

収入の主な内訳は、減価償却費４億７千４百万円及び売上債権の減少額７億６千７百万円であり、

支出の主な内訳は、税金等調整前当期純損失５億５百万円及び仕入債務の減少額９億２千４百万円で

あります。 

投資活動の結果使用した資金は８億４百万円となりました。 

これは、主に有形固定資産の売却による収入が１億９千１百万円であったものに対して、有形固定

資産の取得による支出が９億９千５百万円であったことによるものであります。 

財務活動の結果使用した資金は３千４百万円となりました。 

これは、主に短期借入れによる収入が４億円であったもの、短期借入金の返済による支出が２億６

百万円及び長期借入金の返済による支出が２億７千１百万円であったことによるものであります。 

  

今後の見通しにつきましては、昨年来の米国発の金融危機により、世界的な需要の収縮など景気低迷局

面が続き、当社を取り巻く経営環境は当面不透明な状況が続くものと想定しております。なお、平成21年

５月14日に公表いたしました平成22年３月期の第２四半期連結累計期間、通期の業績予想の見直しは行っ

ておりません。今後の動向により業績予想を修正した場合は、速やかに開示いたします。 

  
  

該当事項はありません。 

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の

実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額を期間

按分する方法によっております。 

なお、定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して

算定する方法によっております。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差

異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度末以降において使用した将来

の業績予測を利用する方法によっております。 

該当事項はありません。 

(2)キャッシュ・フローの状況

(イ) 営業活動によるキャッシュ・フロー

(ロ) 投資活動によるキャッシュ・フロー

(ハ) 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

① 棚卸資産の評価方法

② 固定資産の減価償却の算定方法

③ 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

(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：千円）

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 2,162,699 3,121,864

受取手形及び売掛金 4,293,239 5,008,078

製品 534,445 331,983

仕掛品 180,445 159,257

原材料及び貯蔵品 976,496 959,041

その他 1,223,357 1,060,052

流動資産合計 9,370,684 10,640,278

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 7,292,261 7,762,743

土地 10,895,530 10,946,797

その他（純額） 4,839,272 4,217,080

有形固定資産合計 23,027,064 22,926,620

無形固定資産   

のれん 243,104 251,379

その他 91,529 78,079

無形固定資産合計 334,634 329,458

投資その他の資産 1,072,788 1,015,526

固定資産合計 24,434,486 24,271,606

資産合計 33,805,171 34,911,884

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,201,741 4,085,146

短期借入金 1,585,103 1,375,709

未払法人税等 122,975 58,730

賞与引当金 585,797 389,193

その他 1,775,116 1,964,481

流動負債合計 7,270,734 7,873,261

固定負債   

長期借入金 3,281,506 3,550,480

再評価に係る繰延税金負債 4,103,719 4,103,719

退職給付引当金 1,599,049 1,631,520

その他 531,165 348,999

固定負債合計 9,515,441 9,634,720

負債合計 16,786,175 17,507,981
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（単位：千円）

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,331,390 2,331,390

資本剰余金 1,416,546 1,416,546

利益剰余金 7,219,167 7,810,303

自己株式 △11,719 △11,651

株主資本合計 10,955,384 11,546,587

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 65,392 △11,415

土地再評価差額金 5,953,280 5,953,280

為替換算調整勘定 △563,201 △693,648

評価・換算差額等合計 5,455,471 5,248,217

少数株主持分 608,139 609,097

純資産合計 17,018,995 17,403,902

負債純資産合計 33,805,171 34,911,884
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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：千円）

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 15,608,084 5,291,416

売上原価 14,239,305 5,365,230

売上総利益又は売上総損失（△） 1,368,778 △73,813

販売費及び一般管理費   

運送費 42,522 19,626

給料及び手当 221,753 178,199

賞与引当金繰入額 42,465 29,724

退職給付引当金繰入額 5,872 7,807

減価償却費 19,133 25,406

賃借料 25,348 17,222

租税公課 15,420 7,335

試験研究費 30,458 11,606

のれん償却額 7,758 8,274

その他 226,380 144,532

販売費及び一般管理費合計 637,113 449,735

営業利益又は営業損失（△） 731,664 △523,549

営業外収益   

受取利息 184 832

受取配当金 8,192 5,583

スクラップ売却益 116,399 14,205

為替差益 － 19,779

その他 17,934 24,226

営業外収益合計 142,710 64,626

営業外費用   

支払利息 19,601 25,935

為替差損 57,401 －

その他 14,126 17,890

営業外費用合計 91,130 43,826

経常利益又は経常損失（△） 783,244 △502,749

特別利益   

固定資産売却益 － 502

特別利益合計 － 502

特別損失   

固定資産除却損 6,832 2,899

特別損失合計 6,832 2,899

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（△）

776,412 △505,146

法人税、住民税及び事業税 356,091 45,188

法人税等調整額 △64,359 △54,630

法人税等合計 291,731 △9,442

少数株主利益 57,919 29,050
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（単位：千円）

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) 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 426,762 △524,754
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

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（△）

776,412 △505,146

減価償却費 515,302 474,128

のれん償却額 7,758 8,274

退職給付引当金の増減額（△は減少） △69,354 △36,968

受取利息及び受取配当金 △8,376 △6,415

支払利息 19,601 25,935

為替差損益（△は益） 57,401 △19,779

有形固定資産除売却損益（△は益） 6,832 2,397

売上債権の増減額（△は増加） 62,249 767,989

たな卸資産の増減額（△は増加） △261,924 △210,327

仕入債務の増減額（△は減少） △282,204 △924,840

未払消費税等の増減額（△は減少） 5,986 8,076

その他 222,387 258,770

小計 1,052,072 △157,905

利息及び配当金の受取額 8,376 6,415

利息の支払額 △8,610 △23,547

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △604,855 13,878

営業活動によるキャッシュ・フロー 446,983 △161,159

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 △420,147 △995,994

有形固定資産の売却による収入 － 191,508

投資有価証券の取得による支出 △187 △162

投資活動によるキャッシュ・フロー △420,335 △804,649

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） 706,023 193,389

長期借入金の返済による支出 △27,040 △271,440

自己株式の取得による支出 △285 △68

配当金の支払額 △110,182 －

少数株主への配当金の支払額 △14,047 △22,549

その他 － 66,268

財務活動によるキャッシュ・フロー 554,468 △34,399

現金及び現金同等物に係る換算差額 △57,947 41,043

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 523,170 △959,164

現金及び現金同等物の期首残高 1,423,998 3,121,864

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,947,168 2,162,699
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当第１四半期連結会計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

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) 

  

 
(注) １ 事業の業種等の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各区分の主な製品 

 
３ 会計方針の変更 

 (在外子会社の本邦通貨への換算基準の変更) 

  「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」に記載の通り、当第１四半期連結会計期間から

在外子会社の収益及び費用の換算基準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、売上高は「自動車用部品事業」が122,512千円増加しております。また、営業利益は「自動車用部品

事業」が22,535千円増加しております。なお、「エンジン部品事業」及び「その他事業」についてはセグメ

ント情報に与える影響はありません。 

  

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) 

  

 
(注) １ 事業の業種等の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各区分の主な製品 

 
  

(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】

エンジン部品
事業(千円)

自動車用部品
事業(千円)

その他の事業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

8,006,085 7,537,625 64,373 15,608,084 ― 15,608,084

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― 166,801 166,801 (166,801) ―

計 8,006,085 7,537,625 231,175 15,774,885 (166,801) 15,608,084

   営業利益 188,796 504,998 33,780 727,576 4,087 731,664

(1) エンジン部品事業 …… 産業用エンジン製造

(2) 自動車用部品事業 …… 駆動・伝動装置部品製造等

(3) その他事業 …………… 福利厚生施設の管理等

エンジン部品
事業(千円)

自動車用部品
事業(千円)

その他の事業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

1,978,209 3,266,471 46,735 5,291,416 ― 5,291,416

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― 3 62,752 62,755 (62,755) ―

計 1,978,209 3,266,474 109,488 5,354,172 (62,755) 5,291,416

   営業利益又は 
   営業損失（△）

△249,863 △284,512 7,638 △526,737 3,188 △523,549

(1) エンジン部品事業 …… 産業用エンジン製造

(2) 自動車用部品事業 …… 駆動・伝動装置部品製造等

(3) その他事業 …………… 福利厚生施設の管理等
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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) 

  

 
(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 本国以外の区分に属する国 

  アジア……タイ、インドネシア 

３ 会計方針の変更 

 (在外子会社の本邦通貨への換算基準の変更) 

   「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」に記載の通り、当第１四半期連結会計期間か

ら在外子会社の収益及び費用の換算基準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、売上高は「アジア」が122,512千円増加しております。また、営業利益は「アジア」が22,535千円

増加しております。なお、「日本」についてはセグメント情報に与える影響はありません。 

  

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) 

  

 
(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 本国以外の区分に属する国 

  アジア……タイ、インドネシア 

  

【所在地別セグメント情報】

日本 
(千円)

アジア
(千円)

計
(千円)

消去又は 
全社(千円)

連結
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

13,431,633 2,176,451 15,608,084 ― 15,608,084

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

221,319 228,440 449,759 (449,759) ―

計 13,652,952 2,404,891 16,057,843 (449,759) 15,608,084

   営業利益 278,809 459,214 738,024 (6,359) 731,664

日本 
(千円)

アジア
(千円)

計
(千円)

消去又は 
全社(千円)

連結
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

4,231,737 1,059,679 5,291,416 ― 5,291,416

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

109,177 75,586 184,763 (184,763) ―

計 4,340,914 1,135,265 5,476,180 (184,763) 5,291,416

   営業利益又は 
   営業損失（△）

△609,598 75,252 △534,345 10,796 △523,549
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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) 

  

 
(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 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

 
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。 

４ 会計方針の変更 

 (在外子会社の本邦通貨への換算基準の変更) 

  「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」に記載の通り、当第１四半期連結会計期間から

在外子会社の収益及び費用の換算基準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、売上高は「アジア」が122,512千円増加しております。また、連結売上高に占める海外売上高の割合

は「アジア」が0.6％増加しております。なお、「その他の地域」についてはセグメント情報に与える影響

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) 

  

 
(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 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

 
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１四半期連結会計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

    該当事項はありません。 

  

【海外売上高】

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 2,176,451 11,250 2,187,701

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 15,608,084

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

13.9 0.1 14.0

(1) アジア …………… タイ、インドネシア

(2) その他の地域 …… アメリカ

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 1,059,679 17,100 1,076,779

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 5,291,416

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

20.0 0.3 20.3

(1) アジア …………… タイ、インドネシア

(2) その他の地域 …… アメリカ

(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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