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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 43,212 △34.8 790 △88.0 1,087 △84.5 △521 ―

21年3月期第2四半期 66,316 ― 6,600 ― 7,012 ― 3,872 ―

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2四半期 △10.09 ―

21年3月期第2四半期 73.56 ―

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2四半期 90,569 72,318 73.8 1,293.61
21年3月期 93,560 73,124 71.4 1,292.91

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  66,801百万円 21年3月期  66,765百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 16.00 ― 16.00 32.00

22年3月期 ― 13.00

22年3月期 
（予想）

― 13.00 26.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 94,000 △22.5 3,500 △56.7 3,700 △53.0 700 △82.0 13.56



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．平成21年４月24日に公表いたしました連結業績予想は、平成21年10月26日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」のとおり修正しております。 
２．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記事項等につき
ましては、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。 

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2四半期 52,644,030株 21年3月期  52,644,030株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  1,004,581株 21年3月期  1,004,209株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 51,639,630株 21年3月期第2四半期 52,640,119株



当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高は43,212百万円（前年同期比34.8％減）、営業利益は790百万円

（前年同期比88.0％減）、経常利益は1,087百万円（前年同期比84.5％減）となりました。税金等調整前四半期純

利益は、英国の子会社の解散に伴う特別損失245百万円及び台湾の子会社における台風災害による特別損失97百万

円をそれぞれ計上したこともあり754百万円（前年同期比89.5％減）となり、法人税等及び少数株主利益控除後の

四半期純損益は521百万円の純損失（前年同期は3,872百万円の純利益）となりました。  

  

事業部門別の業績は次のとおりであります。  

（二輪車用クラッチ部門） 

 世界的にも深刻な景気後退による二輪車需要の減少及び為替換算による影響等により二輪車用クラッチ部門の

売上高は22,379百万円（前年同期比37.0％減）、営業利益は1,520百万円（前年同期比72.5％減）となりました。

（四輪車用クラッチ部門） 

 主に、主要顧客の日本・米国における減産及び為替換算による影響等により四輪車用クラッチ部門の売上高は

18,899百万円（前年同期比27.5％減）、546百万円の営業損失（前年同期は889百万円の営業利益）となりまし

た。 

（その他の部門）  

 主に北米におけるＡＴＶ（バギー車）需要の低迷及び為替換算による影響等によりその他の部門の売上高は

1,933百万円（前年同期比58.9％減）、183百万円の営業損失（前年同期は187百万円の営業利益）となりました。

  

所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。 

（日本）  

  四輪車需要、輸出用の大型二輪車用クラッチ販売及びＡＴＶ用クラッチ販売の減少により売上高は11,877百万

円（前年同期比39.8％減）、1,196百万円の営業損失（前年同期は931百万円の営業利益）となりました。 

（北米） 

 深刻な景気後退に伴う四輪車販売の減少、ＡＴＶの需要減少及び為替換算による影響等により、売上高は9,151

百万円（前年同期比32.2％減）、営業利益は268百万円（前年同期比59.6％減）となりました。 

（アジア） 

 一部地域を除き、世界的な景気後退による二輪車需要の減少及び為替換算による影響等により売上高は19,861

百万円（前年同期比30.1％減）、営業利益は1,183百万円（前年同期比69.3％減）となりました。 

（その他の地域）  

 ブラジル、英国における二輪車需要の減少及び為替換算による影響により売上高は2,322百万円（前年同期比

50.5％減）、営業利益は106百万円（前年同期比87.4％減）となりました。 

  

  

当第２四半期末の総資産は90,569百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,990百万円減少いたしました。流動資

産は39,955百万円となり、1,960百万円減少いたしました。これは主に受取手形及び売掛金が1,679百万円増加した

ものの、現金及び預金が1,718百万円並びにたな卸資産が834百万円それぞれ減少したこと等によるものでありま

す。固定資産は50,614百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,030百万円減少いたしました。これは主に投資有価

証券が時価評価等により980百万円増加したものの、為替換算に伴う有形固定資産の減少等によるものであります。

当第２四半期末の負債合計は18,251百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,184百万円減少いたしました。流動

負債は13,727百万円となり、2,383百万円減少いたしました。これは主にファクタリング債務の減少187百万円、未

払法人税等の減少1,218百万円等によるものであります。固定負債は4,524百万円となり、198百万円増加いたしまし

た。 

当第２四半期末の純資産は72,318百万円となり、前連結会計年度末と比べ806百万円減少いたしました。これはそ

の他有価証券評価差額金が504百万円、為替換算調整勘定が879百万円それぞれ増加したものの、利益剰余金が1,347

百万円、少数株主持分が842百万円それぞれ減少したことによるものであります。  

  

 〔キャッシュ・フローの状況〕 

当第２四半期末の現金及び現金同等物の残高は12,022百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,631百万円減少

いたしました。   

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



（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2,088百万円となりました。 

主なプラス要因は、減価償却費3,715百万円、たな卸資産の減少額1,278百万円等であります。 

主なマイナス要因は、法人税等の支払額1,505百万円、売上債権の増加額1,281百万円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） 

 投資活動の結果、使用した資金は2,524百万円となりました。 

主な要因は、有形固定資産の取得による支出2,530百万円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） 

 財務活動の結果、使用した資金は2,482百万円となりました。 

主な要因は、配当金の支払額2,311百万円（内、少数株主への配当金の支払額1,488百万円を含む。）によるもの

であります。  

   

  

   通期の連結業績予想につきましては、米ドルにおける円高の影響及び輸出用の大型二輪車用クラッチ販売及びＡ

ＴＶ（バギー車）用クラッチ販売の低迷等が懸念されますが、主に日本・北米における四輪車用クラッチ販売、並

びにアジア地域における二輪車用クラッチ販売の堅調な推移が見込まれることに加え、第２四半期連結累計期間の

業績の反映もふまえ、平成21年４月24日に公表いたしました連結業績予想を下記のとおり修正しております。 

  （連結業績予想）  

※ 主要通貨の第２四半期連結累計期間実績、第３・第４四半期連結期間及び通期の想定為替レートは以下のとお

りです。 

  

  

 該当事項はありません。  

   

（簡便な会計処理） 

① 固定資産の減価償却費の算定方法 

 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。 

３．連結業績予想に関する定性的情報

  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 

前回予想（Ａ）  90,000 1,200 1,600  200 3.87

今回修正予想（Ｂ）  94,000 3,500 3,700  700 13.56

増減額（Ｂ-Ａ）  4,000 2,300 2,100  500 9.69

増減率（％）  4.4 191.7 131.3  250.0 250.4

（ご参考）前期実績 

（平成21年３月期）  
 121,279 8,077 7,867  3,882 74.30

  
第２四半期連結 

累計期間実績 

第３・第４四半期 

想定レート  
通期想定レート 

  円 円 円 

 １米ドル 95.50  90.00 92.75

 １タイバーツ 2.73  2.70 2.71

 １インドネシアルピア    0.0087 0.0092     0.0090 

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



② 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しましては、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ため、前連結会計年度決算において使用した将来の業績

予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

  

 （四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

 税金費用については、当第２四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）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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 13,706 15,424

受取手形及び売掛金 12,757 11,078

商品及び製品 1,617 1,813

仕掛品 2,149 1,985

原材料及び貯蔵品 6,994 7,797

その他 2,736 3,825

貸倒引当金 △6 △7

流動資産合計 39,955 41,915

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 22,446 22,089

減価償却累計額 △9,539 △9,007

建物及び構築物（純額） 12,907 13,082

機械装置及び運搬具 58,979 56,769

減価償却累計額 △40,369 △38,067

機械装置及び運搬具（純額） 18,610 18,701

工具、器具及び備品 10,638 10,143

減価償却累計額 △8,697 △8,165

工具、器具及び備品（純額） 1,941 1,977

土地 7,183 7,023

建設仮勘定 1,393 2,584

有形固定資産合計 42,036 43,369

無形固定資産   

のれん 81 122

その他 601 617

無形固定資産合計 683 740

投資その他の資産   

投資有価証券 5,979 4,998

その他 1,967 2,589

貸倒引当金 △52 △52

投資その他の資産合計 7,894 7,535

固定資産合計 50,614 51,645

資産合計 90,569 93,560



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 5,738 5,699

ファクタリング債務 1,700 1,887

短期借入金 867 937

未払法人税等 1,602 2,820

賞与引当金 1,113 1,143

事業整理損失引当金 245 －

その他 2,459 3,621

流動負債合計 13,727 16,111

固定負債   

長期借入金 529 571

退職給付引当金 1,297 1,282

役員退職慰労引当金 11 465

その他 2,686 2,005

固定負債合計 4,524 4,325

負債合計 18,251 20,436

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,175 4,175

資本剰余金 4,566 4,566

利益剰余金 64,363 65,710

自己株式 △1,123 △1,122

株主資本合計 71,982 73,330

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,446 1,941

為替換算調整勘定 △7,627 △8,506

評価・換算差額等合計 △5,181 △6,564

少数株主持分 5,517 6,359

純資産合計 72,318 73,124

負債純資産合計 90,569 93,560



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 66,316 43,212

売上原価 53,818 37,972

売上総利益 12,497 5,240

販売費及び一般管理費   

荷造及び発送費 855 508

給料及び手当 1,233 1,089

賞与引当金繰入額 227 166

退職給付費用 119 113

役員退職慰労引当金繰入額 43 10

減価償却費 118 110

研究開発費 1,729 1,366

その他 1,569 1,086

販売費及び一般管理費合計 5,896 4,450

営業利益 6,600 790

営業外収益   

受取利息 258 74

受取配当金 87 37

持分法による投資利益 71 66

為替差益 － 36

その他 179 127

営業外収益合計 597 342

営業外費用   

支払利息 76 28

為替差損 80 －

その他 29 16

営業外費用合計 185 45

経常利益 7,012 1,087

特別利益   

前期損益修正益 40 31

固定資産売却益 233 9

補助金収入 － 40

その他 0 －

特別利益合計 275 81

特別損失   

固定資産除売却損 88 71

事業整理損失引当金繰入額 － 245

災害による損失 － 97

その他 2 －

特別損失合計 90 415

税金等調整前四半期純利益 7,197 754

法人税等 2,575 953

少数株主利益 749 322

四半期純利益又は四半期純損失（△） 3,872 △521



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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 7,197 754

減価償却費 3,936 3,715

のれん償却額 40 34

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1 △1

賞与引当金の増減額（△は減少） 0 △29

退職給付引当金の増減額（△は減少） △16 8

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 21 △454

事業整理損失引当金の増減額（△は減少） － 245

受取利息及び受取配当金 △345 △112

支払利息 76 28

為替差損益（△は益） 50 △138

持分法による投資損益（△は益） △71 △66

前期損益修正損益（△は益） △40 △31

固定資産除売却損益（△は益） △145 62

災害損失 － 97

補助金収入 － △40

売上債権の増減額（△は増加） △1,147 △1,281

たな卸資産の増減額（△は増加） 125 1,278

その他の資産の増減額（△は増加） 446 6

仕入債務の増減額（△は減少） 1,208 △145

ファクタリング債務の増減額（△は減少） △5 △105

その他の負債の増減額（△は減少） △329 △757

未払消費税等の増減額（△は減少） △28 422

小計 10,974 3,490

利息及び配当金の受取額 186 85

利息の支払額 △76 △28

災害損失の支払額 － △8

その他 158 54

法人税等の支払額 △3,116 △1,505

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,127 2,088



（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

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 △625 △1,533

定期預金の払戻による収入 1,254 691

有形固定資産の取得による支出 △5,180 △2,530

有形固定資産の売却による収入 281 33

無形固定資産の取得による支出 △33 △2

投資有価証券の取得による支出 △23 △15

投資その他の資産の増減額（△は増加） △31 728

貸付けによる支出 △102 △58

貸付金の回収による収入 124 119

その他 △9 40

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,345 △2,524

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） △466 △147

長期借入金の返済による支出 △32 △23

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △682 △822

少数株主への配当金の支払額 △985 △1,488

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,167 △2,482

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,517 287

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 96 △2,631

現金及び現金同等物の期首残高 19,927 14,654

現金及び現金同等物の四半期末残高 20,023 12,022



 該当事項はありません。 

  

 前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

 当社グループは、二輪車・四輪車及び汎用機用クラッチの製造販売を主な事業としております。セグメントの

売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計に占める割合がいずれも

90％超であるため、記載を省略しております。 

  

 当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

 当社グループは、二輪車・四輪車及び汎用機用クラッチの製造販売を主な事業としております。セグメントの

売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計に占める割合がいずれも

90％超であるため、記載を省略しております。 

   

  

前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

  

当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．日本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…………………米国 

(2) アジア………………タイ、フィリピン、中国、インド、インドネシア、台湾、ベトナム 

(3) その他の地域………ブラジル、英国 

（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 

(百万円) 
北米

(百万円) 
アジア
(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 
 19,730  13,495  28,395  4,694  66,316  －  66,316

(2) セグメント間の内部

売上高 
 7,985  637  1,171  492  10,287 (10,287)  －

計  27,715  14,133  29,566  5,187  76,603 (10,287)  66,316

営業利益  931  664  3,853  844  6,294  306  6,600

  
日本 

(百万円) 
北米

(百万円) 
アジア
(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 
 11,877  9,151  19,861  2,322  43,212  －  43,212

(2) セグメント間の内部

売上高 
 5,128  335  472  53  5,989 (5,989)  －

計  17,006  9,486  20,333  2,375  49,202 (5,989)  43,212

営業利益又は営業損失

（△） 
 △1,196  268  1,183  106  361  429  790



３．会計方針の変更 

前第２四半期連結累計期間  

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

  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第２四半期連結累計期間の

営業利益は、日本で135百万円減少しております。 

４．追加情報 

前第２四半期連結累計期間  

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正を契機として見直しを行った結果、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、第２

四半期連結累計期間の営業利益は、日本で73百万円減少しております。 

  

前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９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．各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………………米国 

(2) アジア……………タイ、フィリピン、中国、インド、インドネシア、台湾、ベトナム 

(3）その他の地域……ブラジル、英国、イタリア 

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。 

   

 該当事項はありません。 

  

  

  

該当事項はありません。  

  

  

〔海外売上高〕

  北米 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  15,433  28,421  5,102  48,956

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  66,316

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 23.3  42.8  7.7  73.8

  北米 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  10,209  19,874  2,540  32,625

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  43,212

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 23.6  46.0  5.9  75.5

（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


	㈱エフ・シー・シー（7296）平成22年３月期 第２四半期決算短信: ㈱エフ・シー・シー（7296）平成22年３月期 第２四半期決算短信
	- 1 -: - 1 -
	- 2 -: - 2 -
	- 3 -: - 3 -
	- 4 -: - 4 -
	- 5 -: - 5 -
	- 6 -: - 6 -
	- 7 -: - 7 -
	- 8 -: - 8 -
	- 9 -: - 9 -
	- 10 -: - 10 -
	- 11 -: - 11 -
	- 12 -: - 12 -


