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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 36,915 △39.1 △295 ― △529 ― △688 ―

21年3月期第2四半期 60,648 ― 1,250 ― 1,035 ― 640 ―

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 △12.98 ―

21年3月期第2四半期 12.07 ―

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 56,701 9,438 13.2 141.05
21年3月期 57,908 9,623 13.7 149.61

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  7,484百万円 21年3月期  7,939百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 0.00 0.00

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 77,900 △16.2 1,000 ― 600 ― 100 ― 1.88



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、３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５月７日に公表いたしました連結業績予想のうち、通期について本資料において修正しております。 
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条件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３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 53,171,286株 21年3月期  53,171,286株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  105,840株 21年3月期  103,770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 53,066,574株 21年3月期第2四半期 53,074,719株
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 当第２四半期連結累計期間のわが国経済は、昨年秋以降の景気停滞局面から脱し、厳しい状況にあるものの在

庫調整の一巡や景気対策による効果で一部に持ち直しの動きが見られるようになりました。しかしながら、生産

活動は依然低い水準にあり、先行き不透明な状況が続いております。                    

 当社グループが関係する自動車業界におきましては、国内の新車販売台数は前年同期を下回りましたが、当第

２四半期になり回復の兆しが見られるようになりました。しかしながら、輸出を含む国内の総生産台数について

は、徐々に回復傾向にあるものの輸出の低迷により、前年同期を下回る状況が続いております。  

 このような経営環境下で、当社グループの当第２四半期連結累計期間の業績は、ステアリング部品事業におけ

る株式会社ジェイテクト、シート部品事業における株式会社タチエスとのシナジー効果等がありましたが、得意

先各社における世界規模での減産影響を受け、売上高は369億１千５百万円（前年同期比39.1％減）となりまし

た。 

 損益につきましては、徹底的な合理化活動を推進いたしましたが売上高減少等による影響をカバーしきれず、

営業損失は２億９千５百万円（前年同期は12億５千万円の営業利益）となりました。加えて、支払利息及び為替

差損の発生等により経常損失は５億２千９百万円（前年同期は10億３千５百万円の経常利益）となり、四半期純

損失は６億８千８百万円（前年同期は６億４千万円の四半期純利益）となりました。  

（資産の部）  

  資産の部は、前連結会計年度末に比べて12億７百万円（2.1％）減少し、567億１百万円となりました。主な増減内

容は、現金及び預金の減少５億５千２百万円、有価証券の増加３億２千７百万円、棚卸資産（商品及び製品他）の減

少６億８千５百万円、有形固定資産（機械装置及び運搬具他）の減少７億４千２百万円等によるものであります。 

（負債の部） 

 負債の部は、前連結会計年度末に比べて10億２千２百万円（2.1％）減少し、472億６千２百万円となりました。主

な増減内容は、支払手形及び買掛金の増加14億８千６百万円、長期借入金の減少26億３千万円等によるものでありま

す。 

（純資産の部）  

 純資産の部は、前連結会計年度末に比べて１億８千４百万円（1.9％）減少し、94億３千８百万円となりました。

四半期純損失を６億８千８百万円計上しましたが、評価・換算差額等が２億３千４百万円、少数株主持分が２億６千

９百万円、それぞれ増加したことによるものであります。  

 自動車業界を取り巻く環境が厳しく、当第２四半期連結累計期間における業績の進捗状況等を勘案し、平成21年５

月７日に発表いたしました平成22年３月期の通期業績予想(連結・個別)を修正しております。 

詳しくは本日別途公表いたしました「業績予想の修正及び特別利益等の発生に関するお知らせ」をご参照ください。

 該当事項はありません。   

①棚卸資産の評価方法 

 棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積もり、簿価

切下げを行う方法によっております。 

②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。  

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

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
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③繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 繰延繰延税金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に著しい変化がなく、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場合には、前連結会計年度決算において使用した将

来の業績予想やタックス・プランニングを利用する方法によっており、前連結会計年度末以降に経営環境等に著

しい変化があるか、または、一時差異等の発生状況に著しい変化が認められた場合には、前連結会計年度決算に

おいて使用した将来の業績予想やタックス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方

法によっております。 

 該当事項はありません。   

（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：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 6,429 6,981

受取手形及び売掛金 15,668 15,860

有価証券 327 －

商品及び製品 1,289 1,543

仕掛品 2,027 2,231

原材料及び貯蔵品 2,218 2,445

前渡金 384 102

繰延税金資産 94 109

その他 1,172 871

貸倒引当金 △370 △354

流動資産合計 29,240 29,792

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,397 7,514

機械装置及び運搬具（純額） 11,489 11,894

土地 3,620 3,600

建設仮勘定 648 887

その他（純額） 1,451 1,453

有形固定資産合計 24,608 25,351

無形固定資産   

のれん 24 27

その他 1,099 1,126

無形固定資産合計 1,123 1,153

投資その他の資産   

投資有価証券 1,229 1,127

長期貸付金 30 30

繰延税金資産 63 60

その他 404 393

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 1,728 1,611

固定資産合計 27,460 28,116

資産合計 56,701 57,908
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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 11,938 10,451

短期借入金 14,539 14,352

未払法人税等 72 107

未払費用 2,810 2,930

製品保証引当金 753 749

その他 2,106 2,098

流動負債合計 32,220 30,691

固定負債   

長期借入金 12,480 15,110

繰延税金負債 187 249

退職給付引当金 901 836

役員退職慰労引当金 110 136

損害賠償損失引当金 272 257

その他 1,089 1,002

固定負債合計 15,041 17,593

負債合計 47,262 48,285

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,985 5,985

資本剰余金 4,791 4,791

利益剰余金 △3,425 △2,736

自己株式 △31 △31

株主資本合計 7,320 8,009

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △0 △0

為替換算調整勘定 164 △69

評価・換算差額等合計 164 △70

少数株主持分 1,954 1,684

純資産合計 9,438 9,623

負債純資産合計 56,701 57,908
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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 60,648 36,915

売上原価 53,657 32,997

売上総利益 6,990 3,918

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 1,108 708

給料及び賃金 2,315 1,698

退職給付費用 97 122

減価償却費 126 153

研究開発費 651 536

その他 1,441 995

販売費及び一般管理費合計 5,740 4,213

営業利益又は営業損失（△） 1,250 △295

営業外収益   

受取利息 23 30

受取配当金 1 0

持分法による投資利益 111 69

為替差益 141 －

その他 85 173

営業外収益合計 363 273

営業外費用   

支払利息 489 331

為替差損 － 101

その他 89 75

営業外費用合計 578 507

経常利益又は経常損失（△） 1,035 △529

特別利益   

固定資産売却益 543 4

貸倒引当金戻入額 66 －

製品保証引当金戻入額 55 －

その他 16 －

特別利益合計 681 4

特別損失   

固定資産除却損 125 25

前期損益修正損 － 13

損害賠償損失引当金繰入額 169 －

その他 133 12

特別損失合計 429 51

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（△）

1,287 △576

法人税、住民税及び事業税 190 25

法人税等還付税額 － △26

法人税等調整額 144 △49

法人税等合計 335 △49

少数株主利益 312 162

四半期純利益又は四半期純損失（△） 640 △688
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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．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各区分の主な製品 

(1）自動車部品事業 

1）ステアリング部品事業 ステアリングコラム、インタミディエイトシャフト 

2）シート部品事業    リクライナー、ハイトアジャスター、シートスライド 

3）シフター部品事業   オートマチックトランスミッションシフター、マニュアルトランスミッション

シフター 

4）機関駆動部品事業   プーリー、ドライブプレート 

5）大型車部品事業    トラック用ロッカーバルブ、トラック用Ｕボルト 

6）その他自動車部品事業 ウィンドレギュレータ、アクセルペダル 

(2）非自動車部品事業    半導体自動試験装置、熱抵抗測定装置、テトラパック製造機 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  自動車部品事業

非自動車
部品事業 計 消去又は

全社 連結
  

ステアリ
ング部品
事業 

シート部
品事業 

シフター
部品事業 

機関駆動
部品事業

大型車部
品事業 

その他自
動車部品
事業 

小計

売上高     

(1）外部顧客に
対する売上
高(百万円) 

 29,416  20,445  4,427 3,151 921 640 59,004 1,644  60,648 － 60,648

(2）セグメント
間の内部売
上高又は振
替高  
（百万円） 

－ － － － － － － － － － －

計（百万円）  29,416  20,445  4,427 3,151 921 640 59,004 1,644  60,648 － 60,648
営業利益  
（百万円）  369  493  174 60 55 22 1,176 74  1,250 － 1,250

  自動車部品事業

非自動車
部品事業 計 消去又は

全社 連結
  

ステアリ
ング部品
事業 

シート部
品事業 

シフター
部品事業 

機関駆動
部品事業

大型車部
品事業 

その他自
動車部品
事業 

小計

売上高     

(1）外部顧客に
対する売上
高(百万円) 

 18,104  12,318  2,836 2,436 339 330 36,364 551  36,915 － 36,915

(2）セグメント
間の内部売
上高又は振
替高  
（百万円） 

－ － － － － － － － － － －

計（百万円）  18,104  12,318  2,836 2,436 339 330 36,364 551  36,915 － 36,915
営業利益又は営
業損失（△） 
（百万円） 

 △110  △322  201 110 △50 △19 △191 △103  △295 － △295
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３．会計処理の方法の変更 

 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） 

 (1）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のための基本となる重要な事項等の変更」２．（1）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。 

 この変更に伴い、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、機関駆

動部品事業で０百万円、その他自動車部品事業で３百万円、それぞれ減少しております。 

 (2）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のための基本となる重要な事項等の変更」２．（2）に記載のとおり、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、当第２四半期連結累計期間の営業利益は、ステア

リング部品事業で４百万円、非自動車部品事業で２百万円、それぞれ減少しており、また、シフター部品

事業で０百万円増加しております。 

 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） 

   該当事項はありません。 

４．追加情報 

 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） 

 「追加情報」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、平成20年度の法人税法改正を契機に、第１

四半期連結会計期間より有形固定資産の耐用年数を見直し、機械装置の耐用年数を12年から９年に変更し

ております。 

 この変更に伴い、従来と同様の方法によった場合と比較して、当第２四半期連結累計期間の営業利益

は、ステアリング部品事業で６百万円、シート部品事業で88百万円、シフター部品事業で８百万円、機関

駆動部品事業で54百万円、大型車部品事業で０百万円、その他自動車部品事業で０百万円、それぞれ減少

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） 

   該当事項はありません。 
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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．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1)北米 ……………米国 

(2)ヨーロッパ ……フランス、スウェーデン、チェコ 

(3)その他の地域……中国、インドネシア、タイ 

３．会計処理の方法の変更 

 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） 

 (1）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のための基本となる重要な事項等の変更」２．（1）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。 

 この変更に伴い、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３

百万円減少しております。   

 (2）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のための基本となる重要な事項等の変更」２．（2）に記載のとおり、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、当第２四半期連結累計期間の営業利益は、北米で４

百万円増加しており、また、ヨーロッパで11百万円減少しております。 

 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） 

   該当事項はありません。 

〔所在地別セグメント情報〕

  日本 北米 ヨーロッパ その他の地域 計 消去又は全社 連結

売上高    

(1)外部顧客に対する売

上高（百万円） 
 34,092 8,145 15,075 3,334  60,648  － 60,648

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高

（百万円） 
 2,718 28 2 263  3,013  △3,013 －

計（百万円）  36,811 8,174 15,078 3,598  63,662  △3,013 60,648

営業利益又は営業損失

（△）（百万円） 
 910 △8 △36 352  1,219  31 1,250

  日本 北米 ヨーロッパ その他の地域 計 消去又は全社 連結

売上高    

(1)外部顧客に対する売

上高（百万円） 
 22,110 3,479 8,017 3,308  36,915  － 36,915

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高

（百万円） 
 2,049 8 0 109  2,167  △2,167 －

計（百万円）  24,160 3,487 8,017 3,418  39,083  △2,167 36,915

営業利益又は営業損失

（△）（百万円） 
 △361 △380 60 356  △326  30 △295
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４．追加情報 

 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） 

   「追加情報」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、平成20年度の法人税法改正を契機に、第１四

半期連結会計期間より有形固定資産の耐用年数を見直し、機械装置の耐用年数を12年から９年に変更してお

ります。 

 この変更に伴い、従来と同様の方法によった場合に比較して、当第２四半期連結累計期間の営業利益は、

日本で159百万円減少しております。 

 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） 

   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．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。 

２．国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地 

(1）国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。 

(2)各区分に属する主な国又は地域 

(イ)北米………………米国、カナダ 

(ロ)ヨーロッパ………フランス、スウェーデン、ドイツ 

(ハ)その他の地域……中国、インドネシア、タイ   

  

 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 ヨーロッパ その他の地域 計

Ⅰ．海外売上高（百万円）  8,540  14,587  4,079  27,206

Ⅱ．連結売上高（百万円）   60,648

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 14.1  24.1  6.7  44.9

  北米 ヨーロッパ その他の地域 計

Ⅰ．海外売上高（百万円）  3,531  7,896  3,703  15,130

Ⅱ．連結売上高（百万円）   36,915

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 9.6  21.4  10.0  41.0

（５）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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