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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 74,177 △35.8 838 △75.0 632 △82.0 △194 ―
21年3月期第2四半期 115,568 ― 3,350 ― 3,507 ― 1,686 ―

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 △13.10 ―
21年3月期第2四半期 113.98 ―

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 89,695 39,135 36.5 2,210.44
21年3月期 90,993 39,117 36.4 2,234.48

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  32,756百万円 21年3月期  33,112百万円

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 ― 19.00 ― 11.00 30.00
22年3月期 ― 11.00
22年3月期 

（予想）
― 11.00 22.00

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  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

通期 163,000 △20.5 3,800 4.6 3,400 21.6 1,400 ― 94.47
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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、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．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、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に与える不確実な要因
に係る本資料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。なお、上
記業績予想に関する事項は、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 14,820,000株 21年3月期  14,820,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  1,096株 21年3月期  1,096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 14,818,904株 21年3月期第2四半期 14,800,122株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、昨年来の世界的な金融不安の影響による景気悪化が、政

府による経済政策の効果等もあり、一部で底打ち感はあるものの、企業業績の不振や雇用不安等の先行き不透明

感から個人消費は依然として低迷し、企業を取り巻く環境も依然として厳しい状況で推移いたしました。 

 このような環境のなか、当社グループにおいても、生産量は底打ち感は出てきたものの、前年同期比では中国

地域を除いた全ての地域において顧客よりの受注が減少し減収となるなか、生産体質強化施策の継続に加え、全

ての地域で徹底した費用削減施策を進めてまいりましたが、減収影響を吸収するまでには至らず、当第２四半期

連結累計期間の売上高は、741億７千７百万円（前年同期比35.8％減）、営業利益８億３千８百万円（前年同期

比75.0％減）、経常利益６億３千２百万円（前年同期比82.0％減）、四半期純損失１億９千４百万円（前年同期

は四半期純利益16億８千６百万円）となりました。 

売上高を事業の種類別に見ますと、自動車部品四輪は670億６千２百万円（前年同期比34.9％減）、自動車部

品二輪は43億８百万円（前年同期比44.8％減）、汎用製品組立及び汎用部品は27億９千５百万円（前年同期比

39.7％減）となりました。 

所在地別セグメントにつきましては、日本は、売上高305億３千５百万円（前年同期比37.4％減）、営業損失

２億１千７百万円（前年同期は営業利益７億７千４百万円）となりました。 

 北米は、売上高234億２千万円（前年同期比43.6％減）、営業損失４億２千９百万円（前年同期は営業利益４

億円）となりました。 

 アジアでは、売上高66億１千８百万円（前年同期比18.9％減）、営業利益５億５千３百万円（前年同期比

48.5％減）となりました。 

 中国は、売上高110億９千５百万円（前年同期比28.4％増）、営業利益10億３千８百万円（前年同期比12.3％

増）となりました。ホンダ四輪車の堅調な販売により増収増益となりました。 

 その他の地域は、売上高25億６百万円（前年同期比70.4％減）、営業損失１億８千２百万円（前年同期は営業

利益７千９百万円）となりました。ブラジルのユタカ・ド・ブラジル・リミターダの生産本格化による増収効果

がありましたが、イギリスのユーワイエス・リミテッドの顧客の在庫調整対応による４月、５月の生産活動休止

影響により減収減益となりました。 

なお、前年同四半期連結累計期間比較については、前第３四半期連結累計期間より、「アジア」、「中国」に

ついて区分掲記をしているため、前第２四半期連結累計期間の実績を変更後に組み替えて行っております。 

  

（１）資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、受取手形及び売掛金等の流動資産の増加がありました

が、減価償却による有形固定資産の減少により前連結会計年度末に比べ12億９千７百万円減少し、896億９

千５百万円となりました。 

負債は、長期借入金の増加がありましたが、短期借入金、その他流動負債の減少等により、前連結会計年

度末に比べ13億１千５百万円減少し、505億６千万円となりました。 

純資産は、利益剰余金の減少がありましたが、少数株主持分の増加により、前連結会計年度末に比べ１千

７百万円増加し、391億３千５百万円となりました。 

（２）キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は71億６千２百万円

となり、前連結会計年度末より６億６百万円増加いたしました。 

（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41億９百万円となりました。 

これは主に減価償却費39億９千１百万円、仕入債務の増加額26億３千４百万円、たな卸資産の減少額10億４

千７百万円、税金等調整前四半期純利益５億７千８百万円等により得られた資金から売上債権の増加額43億

３千１百万円等を差し引いた結果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

２．連結財政状態に関する定性的情報
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（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15億１千５百万円となりました。 

これは主に新機種投資に伴う有形固定資産の取得による支出17億円等によるものです。 

（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21億４千９百万円となりました。 

これは主に短期借入金純減少額及び長期借入金の返済による支出62億６千５百万円、配当金の支払額２億４

千８百万円（内、少数株主への配当金支払額８千５百万円含む。）から長期借入れによる収入43億７千４百

万円を差し引いた結果によるものであります。 

通期の業績予想につきましては、売上高は、中国地域においては増収が見込まれるものの、それ以外の地域に

おいては減収となり、売上高1,630億円（前連結会計年度比20.5％減）となる見込みのなか、全ての地域での徹

底した合理化及び費用削減施策の効果が寄与することが見込まれ、営業利益38億円（前連結会計年度比4.6％

増）、経常利益34億円（前連結会計年度比21.6％増）、当期純利益14億円（前連結会計年度は当期純利益45百

円）を見込んでおります。 

 なお、為替レートにつきましては、第３・第４四半期連結会計期間で１米ドル85円を想定しております。 

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 

・税金費用の計算 

 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．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

－4－

㈱ユタカ技研　（7229）　平成22年３月期　第２四半期決算短信



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 7,973 7,297

受取手形及び売掛金 18,216 14,045

有価証券 － 100

製品 2,508 2,300

仕掛品 1,755 2,586

原材料及び貯蔵品 8,755 9,293

繰延税金資産 647 662

その他 1,854 3,264

流動資産合計 41,711 39,550

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 22,961 23,161

減価償却累計額 △9,677 △9,286

建物及び構築物（純額） 13,284 13,874

機械装置及び運搬具 64,470 62,899

減価償却累計額 △42,339 △40,543

機械装置及び運搬具（純額） 22,131 22,356

工具、器具及び備品 18,586 18,314

減価償却累計額 △16,865 △16,658

工具、器具及び備品（純額） 1,721 1,655

土地 6,364 6,375

リース資産 92 55

減価償却累計額 △19 △5

リース資産（純額） 73 49

建設仮勘定 1,167 4,075

有形固定資産合計 44,741 48,388

無形固定資産 375 287

投資その他の資産   

投資有価証券 103 97

長期貸付金 27 25

長期前払費用 622 552

繰延税金資産 279 297

その他 1,858 1,819

貸倒引当金 △25 △25

投資その他の資産合計 2,866 2,767

固定資産合計 47,983 51,442

資産合計 89,695 90,993
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（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 17,491 13,662

短期借入金 10,460 14,813

リース債務 28 15

未払法人税等 484 222

賞与引当金 1,313 1,220

役員賞与引当金 － 18

製品保証引当金 62 83

その他 3,151 6,004

流動負債合計 32,991 36,040

固定負債   

長期借入金 15,531 13,695

リース債務 63 38

繰延税金負債 430 445

退職給付引当金 954 905

役員退職慰労引当金 192 293

負ののれん 381 435

その他 14 22

固定負債合計 17,568 15,834

負債合計 50,560 51,875

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,754 1,754

資本剰余金 565 565

利益剰余金 36,224 36,581

自己株式 △1 △1

株主資本合計 38,543 38,900

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1 △3

為替換算調整勘定 △5,784 △5,784

評価・換算差額等合計 △5,786 △5,787

少数株主持分 6,378 6,005

純資産合計 39,135 39,117

負債純資産合計 89,695 90,993
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（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 115,568 74,177

売上原価 104,965 67,740

売上総利益 10,602 6,437

販売費及び一般管理費 7,251 5,598

営業利益 3,350 838

営業外収益   

受取利息 82 25

為替差益 68 －

負ののれん償却額 54 54

その他 250 111

営業外収益合計 455 191

営業外費用   

支払利息 226 294

為替差損 － 69

その他 71 32

営業外費用合計 298 397

経常利益 3,507 632

特別利益   

固定資産売却益 31 25

国庫補助金 49 49

投資有価証券売却益 29 －

特別利益合計 110 74

特別損失   

固定資産廃棄損 38 16

固定資産売却損 1 0

固定資産圧縮損 49 49

特別退職金 10 63

その他 7 －

特別損失合計 107 129

税金等調整前四半期純利益 3,510 578

法人税等 1,172 475

少数株主利益 651 296

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,686 △194

－7－

㈱ユタカ技研　（7229）　平成22年３月期　第２四半期決算短信



（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 3,510 578

減価償却費 4,249 3,991

のれん償却額 26 －

負ののれん償却額 － △54

貸倒引当金の増減額（△は減少） △15 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 275 88

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △35 △18

製品保証引当金の増減額（△は減少） △737 △20

退職給付引当金の増減額（△は減少） 67 42

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △186 △101

受取利息及び受取配当金 △89 △25

支払利息 226 294

固定資産廃棄損 38 16

固定資産売却損益（△は益） △29 △24

国庫補助金等収入 △49 △49

投資有価証券売却損益（△は益） △29 －

固定資産圧縮損 49 49

特別退職金 10 63

売上債権の増減額（△は増加） 2,100 △4,331

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,594 1,047

仕入債務の増減額（△は減少） 937 2,634

その他 △743 △61

小計 6,982 4,119

利息及び配当金の受取額 89 25

利息の支払額 △224 △296

特別退職金の支払額 △10 △173

法人税等の支払額 △1,616 －

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） － 434

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,221 4,109
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（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 △259 △1,053

定期預金の払戻による収入 617 1,008

有価証券の償還による収入 － 100

有形固定資産の取得による支出 △6,206 △1,700

有形固定資産の売却による収入 136 79

国庫補助金等による収入 49 49

貸付けによる支出 △3 △3

貸付金の回収による収入 91 3

その他 △0 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,574 △1,515

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） △786 △4,304

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △9

長期借入れによる収入 3,256 4,374

長期借入金の返済による支出 △1,054 △1,961

自己株式の売却による収入 66 －

配当金の支払額 △251 △163

少数株主への配当金の支払額 △82 △85

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,148 △2,149

現金及び現金同等物に係る換算差額 △264 162

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 531 606

現金及び現金同等物の期首残高 6,411 6,555

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,943 7,162
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 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．事業区分の方法 

当社グループの事業区分は、売上高集計区分及び販売先の使用目的を勘案して区分しております。 

２．各事業区分の主要製品 

  

（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〕

  
自動車部品 

四輪 
（百万円） 

自動車部品 

二輪 
（百万円） 

汎用製品組立

及び汎用部品

（百万円） 

その他

（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 103,001 7,809 4,634 122  115,568  － 115,568

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高 － － － 975  975 (975) －

計 103,001 7,809 4,634 1,098  116,543 (975) 115,568

営業利益 2,436 780 57 45  3,319  31 3,350

  
自動車部品 

四輪 
（百万円） 

自動車部品 

二輪 
（百万円） 

汎用製品組立

及び汎用部品

（百万円） 

その他

（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 67,062 4,308 2,795 10  74,177  － 74,177

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高 － － － 408  408 (408) －

計 67,062 4,308 2,795 419  74,586 (408) 74,177

営業利益又は営業損失(△） 751 113 △50 △11  803  35 838

事業区分 主要製品 

自動車部品四輪 

排気系部品 
エキゾースト・マニホールド、エキゾースト・パイプ、排

気触媒コンバータ、サイレンサー（マフラー） 

駆動系部品 
オートマチック・トランスミッション・トルクコンバー

タ、デュアルマス・フライホイール 

その他 オイルパン、ドアビーム、ロアーアーム 

自動車部品二輪 
ブレーキディスク、フロントフェンダー、ブレーキペダル、サイレンサー

（マフラー）、ハンドルパイプ、ＡＴＶ用部品 

汎用製品組立及び汎用部品 船外機塗装、超小型４ストロークエンジン、フューエルタンク 

その他 機械、金型・治具、他 
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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．国または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国または地域は次のとおりであります。 

（1）北米……………米国 

（2）アジア…………フィリピン国、インドネシア国、タイ国、インド国 

（3）中国……………中国  

（4）その他の地域…英国、ブラジル国 

３．前第３四半期連結会計期間より、「アジア」、「中国」について、重要性の観点から区分掲記しておりま

す。なお、当第２四半期連結累計期間と同一の区分方法によった場合の前第２四半期連結累計期間の所在地

別セグメント情報は次のとおりであります。 

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） 

   

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（百万円） 
北米

（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 
 48,757 41,535 25,275 115,568  － 115,568

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 9,301 21 1,060 10,383 (10,383) －

計  58,059 41,557 26,335 125,951 (10,383) 115,568

営業利益  774 400 2,088 3,262  87 3,350

  
日本

（百万円） 
北米 

（百万円） 
アジア

（百万円） 
中国

（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 
 30,535  23,420 6,618 11,095 2,506  74,177  － 74,177

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 6,453  14 459 48 147  7,124 (7,124) －

計  36,988  23,435 7,078 11,144 2,654  81,301 (7,124) 74,177

営業利益又は 
営業損失(△) 

 △217  △429 553 1,038 △182  763  75 838

  
日本

（百万円） 
北米 

（百万円） 
アジア

（百万円） 
中国

（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 
 48,757  41,535 8,161 8,644 8,468  115,568  － 115,568

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 9,301  21 896 152 217  10,589 (10,589) －

計  58,059  41,557 9,058 8,797 8,685  126,158 (10,589) 115,568

営業利益  774  400 1,074 924 79  3,253  97 3,350
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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．国または地域は地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する国または地域は次のとおりであります。 

（1）北米……………米国、カナダ国 

（2）アジア…………フィリピン国、インドネシア国、タイ国、インド国他 

（3）中国……………中国  

（4）その他の地域…英国、ブラジル国他 

３．前第３四半期連結会計期間より、「アジア」、「中国」について、重要性の観点から区分掲記しておりま

す。なお、当第２四半期連結累計期間と同一の区分方法によった場合の前第２四半期連結累計期間の海外売

上高は次のとおりであります。 

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） 

４．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国また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。 

  

〔海外売上高〕

  北米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）    41,710  24,794  66,505

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  115,568

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割

合（％） 
 36.1  21.5  57.6

  北米 アジア 中国 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  23,426  6,658  11,120  2,505  43,711

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  －  74,177

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合

（％） 
 31.6  8.9  15.0  3.4  58.9

  北米 アジア 中国 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  41,710  7,924  8,538  8,332  66,505

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  －  115,568

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合

（％） 
 36.1  6.9  7.4  7.2  57.6

（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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