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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 64,564 △35.9 △410 ― 589 △93.7 47 △99.0

21年3月期第2四半期 100,749 ― 8,487 ― 9,293 ― 4,754 ―

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 0.72 ―

21年3月期第2四半期 72.71 ―

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 122,784 95,090 65.2 1,225.11
21年3月期 122,206 91,134 63.3 1,182.77

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  80,102百万円 21年3月期  77,334百万円

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 ― 18.00 ― 12.00 30.00

22年3月期 ― 7.00

22年3月期 
（予想）

― 7.00 14.00

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 142,000 △23.8 2,400 △80.5 3,400 △68.5 1,600 △62.1 24.47



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．その他をご覧下さい。 

(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27日に公表いたしました連結業績予想は、平成21年10月27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あ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2四半期 65,452,143株 21年3月期  65,452,143株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  68,458株 21年3月期  68,398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 65,383,694株 21年3月期第2四半期 65,389,476株



 当第２四半期連結累計期間の連結経営成績は、昨年後半から続く世界経済の急速な減速に加え、

為替の円高影響もあり、売上高は前年同期比△36,184百万円（同増減率△35.9%）の大幅減収とな

りました。また、営業損益は原価低減及び経費削減効果はありましたものの、前年同期比△8,897

百万円の減益となり、営業損失となりました。 

 所在地別セグメントの業績は以下のとおりであります。 

  

  

【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

      売上高（百万円） 
対前年同期増減額 

（百万円） 

 対前年同期増減率 

（％） 

 日本  20,088  △15,286  △43.2

 北米  14,789  △9,262  △38.5

 アジア    23,421  △8,179  △25.9

 その他  6,267  △3,458  △35.6

合計  64,564  △36,184  △35.9

     
 営業利益又は営業損

失（△）（百万円）

対前年同期増減額 

（百万円） 

 対前年同期増減率 

（％） 

 日本  △1,635  △3,043  －

 北米  △472  △413 － 

 アジア    1,199  △4,367  △78.5

 その他  229  △1,366  △85.7

 消去又は全社  269  293 － 

合計  △410  △8,897  －

 日本 【売上】  

   二輪・四輪各社の減産及び現地生産への移行により、前年同期比で大幅減収となりました。

  【営業利益】  

  
 原価低減に加え、徹底的な経費削減に努めましたが、減収の影響により、損失となりまし

た。 

 北米 【売上】  

   二輪・四輪各社の減産及び為替影響により、前年同期比で大幅減収となりました。 

  【営業利益】 

   原価低減に努めましたが、減収及び為替影響により、損失となりました。 

 アジア 【売上】  

  
 中国の現地生産拡大とインド新拠点立上りによる増収はありましたが、タイ・インドネシア

の二輪・四輪各社の減産及び為替影響により、前年同期比で減収となりました。 

  【営業利益】  

   減収及び為替の影響により、前年同期比で大幅減益となりました。 

 その他 【売上】  

  
 ブラジルの四輪車用部品工場立上げによる増収はありましたが、二輪各社の減産及び為替影

響により、前年同期比で大幅減収となりました。 

  【営業利益】 

  
 ブラジル四輪車用部品の増収効果はあったものの、二輪車用部品の減収及び為替影響によ

り、前年同期比で大幅減益となりました。 



  

（１）資産、負債、純資産等の状況  

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は 百万円となり、前連結会計年度末比 百万円

の増加となっております。なお、各項目別の主な要因は次のとおりであります。 

（流動資産） 

 流動資産は 百万円となり、前年度末比 百万円減少しております。これは主に原材料

及び貯蔵品の減少によるものであります。 

（固定資産） 

 固定資産は 百万円となり、前年度末比 百万円増加しております。これは主に投資

有価証券の増加によるものであります。 

（流動負債） 

 流動負債は 百万円となり、前年度末比 百万円減少しております。これは主に支払

手形及び買掛金の減少によるものであります。 

（固定負債） 

 固定負債は 百万円となり、前年度末比 百万円増加しております。 

（純資産） 

 純資産は 百万円となり、前年度末比 百万円増加しております。これは主に為替換

算調整勘定の増加によるものであります。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況  

 当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、減価償

却費及びたな卸資産の減少等による資金の増加の一方、有形固定資産の取得による支出及び仕入

債務の減少等による資金の減少により、前連結会計年度末比 百万円減少し、当第２四半期連

結会計期間末には 百万円となっております。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローでは、 百万円の資金を得ております。これは主に減

価償却費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） 

 投資活動によるキャッシュ・フローでは、 百万円の支出となっております。これは主に

設備投資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） 

 財務活動によるキャッシュ・フローでは、 百万円の支出となっております。これは主に

短期借入金の返済及び配当金の支払いによるものであります。  

  

 当上半期の連結経営成績は、全社的な総費用削減活動に加え、中国をはじめとしたアジア地域

での順調な需要回復により、売上、利益ともに期初の連結業績予想を上回る結果となりました。

 当下半期の経済情勢を展望いたしますと、先進諸国では政府の景気対策効果が顕在化する中、

景気は底入れから緩やかに回復しつつありますが、雇用情勢の悪化、個人消費の低迷、設備投資

の減少などが下押し圧力として作用し続けているため、本格的、持続的な回復には至らず、再び

マイナス成長に向かう可能性もあると見られます。一方、世界経済を牽引する中国では、大規模

な公共投資や金融緩和の効果で、景気回復は一段と鮮明になりつつあり、引き続き高水準の経済

成長を維持するものと予想されます。また、アジアをはじめとした新興国でも、底堅い内需と堅

調な中国経済を背景に、景気は回復基調を辿るものと予想されます。 

 自動車業界では、在庫調整が一段落したことに加え、各国で導入された新車買い替え促進制度

が予想以上の効果を発揮したことから、一旦、自動車販売は持ち直しましたが、買い替え促進制

度終了とともに再び先行きの不透明感が強まっており、本格的な需要回復までには、更に相当の

時間を要するものと見ております。 

２．連結財政状態に関する定性的情報

122,784 578

61,313 675

61,471 1,254

23,360 3,382

4,334 4

95,090 3,956

142

20,021

3,863

2,588

2,641

３．連結業績予想に関する定性的情報



 このような厳しい環境下、当社グループは、生産体制の再編を含めた一段の生産効率向上と徹

底的な費用削減活動に取り組むとともに、社会と市場のニーズを的確に捉えた商品の開発、提供

により、当下半期の業績回復と将来の成長基盤の構築に努めてまいります。 

 当期連結業績予想は、アジア地域の売上回復と全社的な費用削減効果を反映し、売上高

142,000百万円、営業利益2,400百万円、経常利益3,400百万円、当期純利益1,600百万円へとそれ

ぞれ上方修正いたします。 

 なお、当下半期の為替レートは90円／USドルを想定しております。  

  

【連結業績予想】  

  

該当事項はありません。  

  

① 簡便な会計処理 

・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。 

② 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。 

 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法定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。  

  

  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 

 前回発表予想（A)  136,000  1,000  1,800  500  7.65

 今回発表予想（B）    142,000    2,400    3,400    1,600    24.47

 増減額（B-A）    6,000    1,400    1,600    1,100  － 

 増減率（%）    4.4    140.0    88.9    220.0     － 

 （ご参考）前期実績 

 （平成21年３月期） 
   186,346    12,317    10,800    4,222    64.57

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 20,289 20,679

受取手形及び売掛金 19,914 17,320

商品及び製品 3,310 3,858

仕掛品 1,858 2,154

原材料及び貯蔵品 11,413 13,284

その他 4,541 4,706

貸倒引当金 △12 △13

流動資産合計 61,313 61,988

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 10,670 10,245

機械装置及び運搬具（純額） 27,417 27,841

工具、器具及び備品（純額） 2,312 2,338

土地 3,723 3,641

リース資産（純額） 641 510

建設仮勘定 1,989 2,488

有形固定資産合計 46,752 47,063

無形固定資産 1,032 1,001

投資その他の資産   

投資有価証券 12,573 11,064

その他 1,150 1,126

貸倒引当金 △36 △36

投資その他の資産合計 13,687 12,154

固定資産合計 61,471 60,217

資産合計 122,784 122,206



（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 15,312 17,393

短期借入金 1,996 3,555

未払金 3,070 3,224

未払法人税等 674 392

引当金 50 92

その他 2,260 2,086

流動負債合計 23,360 26,742

固定負債   

引当金 － 1,663

退職給付引当金 1,359 －

その他の引当金 20 －

持分法適用に伴う負債 － 32

その他 2,955 2,635

固定負債合計 4,334 4,330

負債合計 27,694 31,072

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,694 3,694

資本剰余金 3,419 3,419

利益剰余金 75,504 76,242

自己株式 △101 △101

株主資本合計 82,517 83,254

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,697 3,801

繰延ヘッジ損益 0 △4

為替換算調整勘定 △7,112 △9,718

評価・換算差額等合計 △2,415 △5,921

少数株主持分 14,987 13,800

純資産合計 95,090 91,134

負債純資産合計 122,784 122,206



（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 100,749 64,564

売上原価 86,711 60,776

売上総利益 14,038 3,788

販売費及び一般管理費 5,551 4,198

営業利益又は営業損失（△） 8,487 △410

営業外収益   

受取利息 439 218

受取配当金 186 74

持分法による投資利益 167 －

為替差益 101 695

雑収入 134 338

営業外収益合計 1,025 1,326

営業外費用   

支払利息 78 47

持分法による投資損失 － 137

雑支出 140 143

営業外費用合計 218 326

経常利益 9,293 589

特別利益   

固定資産売却益 27 29

貸倒引当金戻入額 － 1

特別利益合計 27 30

特別損失   

固定資産廃棄損 14 14

投資有価証券評価損 2 －

特別損失合計 16 14

税金等調整前四半期純利益 9,305 605

法人税等 2,428 143

少数株主利益 2,123 415

四半期純利益 4,754 47



（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 9,305 605

減価償却費 5,367 4,826

売上債権の増減額（△は増加） △1,555 △1,888

たな卸資産の増減額（△は増加） △904 3,492

仕入債務の増減額（△は減少） 758 △2,953

その他 159 △297

小計 13,129 3,784

利息及び配当金の受取額 635 293

利息の支払額 △78 △47

法人税等の支払額 △2,641 △167

営業活動によるキャッシュ・フロー 11,045 3,863

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 △506 △137

定期預金の払戻による収入 273 758

有形固定資産の取得による支出 △5,363 △3,018

その他 △515 △191

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,111 △2,588

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） △77 △1,449

配当金の支払額 △1,178 △785

少数株主への配当金の支払額 △1,262 △370

その他 △31 △37

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,547 △2,641

現金及び現金同等物に係る換算差額 △429 1,225

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,958 △142

現金及び現金同等物の期首残高 23,571 20,163

現金及び現金同等物の四半期末残高 25,529 20,021



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）及び当第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、ブレーキシステム等自動車部品及び関連する設備等の製造・販売を主な事業と

する専門メーカーであり、「自動車部品事業」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額に占める割合がいずれも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） 

（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、インドネシア、中国、ベトナム、フィリピン 

(3）その他…ブラジル、スペイン 

 ３．会計処理の方法の変更 

 （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、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。これにより、従来の方法によった場

合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益は、日本で 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 

  

アジア 

  

その他 

  

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）

 売上高               

 (1）外部顧客に対

する売上高 
 35,373  24,050  31,599  9,726  100,749 －  100,749

 (2）セグメント間

の内部売上高 
 20,505  41  2,655  30  23,231  △23,231 － 

計  55,879  24,091  34,254  9,755  123,979  △23,231  100,749

営業利益又は営業

損失（△）  
 1,408  △59  5,566  1,595  8,511  △24  8,487
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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、インドネシア、中国、ベトナム、フィリピン、インド 

(3）その他…ブラジル、スペイン 

  

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） 

（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属するおもな地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）北米…米国、カナダ 

(2）アジア…タイ、インドネシア、中国、ベトナム、フィリピン 

(3）その他の地域…南米、欧州 

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

  

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） 

（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属するおもな地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）北米…米国、カナダ 

(2）アジア…タイ、インドネシア、中国、ベトナム、フィリピン、インド 

(3）その他の地域…南米、欧州 

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

  
  

日本 

  

北米 

  

アジア 

  

その他 

  

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）

 売上高               

 (1）外部顧客に対

する売上高 
 20,088  14,789  23,421  6,267  64,564 －  64,564

 (2）セグメント間

の内部売上高 
 14,728  4  1,721  30  16,483  △16,483 － 

計  34,815  14,793  25,142  6,297  81,047  △16,483  64,564

営業利益又は営業

損失（△）  
 △1,635  △472  1,199  229  △679  269  △410

【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）  23,423  32,062  10,996  66,481

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  100,749

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
 23.2  31.8  10.9  66.0

  北米 アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  14,789  23,481  6,579  44,848

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  64,564

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
 22.9  36.4  10.2  69.5



  

  

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
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