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配当支払開始予定日 ―

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 17,195 △36.3 △1,654 ― △1,886 ― △1,943 ―

21年3月期第2四半期 26,975 ― 844 ― 675 ― 224 ―

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 △23.66 ―

21年3月期第2四半期 2.73 2.73

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 63,909 15,131 21.3 165.36
21年3月期 64,128 15,675 21.9 171.49

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  13,583百万円 21年3月期  14,074百万円

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 37,000 △17.4 △1,300 ― △2,000 ― △2,600 ― △31.66
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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  無  

(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 

上記業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって予想数値と異なる
可能性があります。 

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 83,741,579株 21年3月期  83,741,579株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  1,599,336株 21年3月期  1,669,790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 82,101,332株 21年3月期第2四半期 82,081,824株

- 2 -



当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、設備投資の減少、雇用情勢の悪化等引き続き厳しい

状況でありましたが、政府の経済対策の効果等により、一部で持ち直しの兆しも見られました。また、中

国等一部の国において景気の回復が見られますが、欧米に関しましては景気後退の長期化が懸念される

等、世界経済全体では景気後退の状況が続きました。 

当グループが関連する自動車業界におきましては、在庫調整の一巡、エコカー減税等の効果により、国

内生産は徐々に持ち直しつつありますが、昨年度後半から続く自動車減産の影響を受け、連結売上高は

171億95百万円と前年同四半期比36.3％の減少となりました。 

損益面におきましては、原価低減活動や人件費をはじめとした諸経費の圧縮等をおしすすめ、収益改善

を図ってまいりましたが、国内外での自動車減産の影響は大きく、営業損失16億54百万円(前年同四半期

は営業利益８億44百万円)、経常損失18億86百万円(前年同四半期は経常利益６億75百万円)、四半期純損

失は19億43百万円(前年同四半期は四半期純利益２億24百万円)となりました。 

なお、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。 

  

自動車関連製品事業は、エコカー減税対象車等の一部の機種で生産の回復があったものの、依然受注

の回復は遅れており、売上高は153億30百万円と前年同四半期比35.9％の減少となりました。 

その結果、営業損失は16億91百万円（前年同四半期は営業利益６億45百万円）となりました。 

舶用関連製品事業は、景気後退の影響により、売上高は８億44百万円と前年同四半期比29.6％の減少

となりました。 

その結果、営業利益は95百万円と前年同四半期期比22.5％の減少となりました。 

その他の製品事業は、景気後退の影響に加え、製品の見直し等により、売上高は10億20百万円と前年

同四半期比45.0％の減少となりました。 

その結果、営業損失は58百万円（前年同四半期は営業利益75百万円）となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ、２億18百万円減少し、639

億９百万円となりました。これは積極的に在庫削減に取り組んだことによる「たな卸資産」の減少10億77

百万円及び設備投資の見直しに伴う「有形固定資産」の減少10億89百万円に対し、株価上昇に伴う「投資

有価証券」の増加10億63百万円及び「受取手形及び売掛金」の増加８億19百万円によるものであります。

 負債におきましては、前連結会計年度末に比べ、３億25百万円増加し、487億78百万円となりました。

これは「有利子負債」の増加25億64百万円及び株価上昇に伴う「繰延税金負債」の増加３億87百万円に対

し、設備投資の見直しに伴う「設備関係支払手形」の減少９億73百万円、「その他流動負債」の減少８億

90百万円及び「支払手形及び買掛金」の減少８億２百万円によるものであります。 

 純資産におきましては、前連結会計年度末に比べ、５億43百万円減少し、151億31百万円となりまし

た。これは四半期純損失等による「利益剰余金」の減少19億48百万円に対し、「為替換算調整勘定」の増

加８億11百万円、「その他有価証券評価差額金」の増加６億32百万円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

①自動車関連製品事業

②舶用関連製品事業

③その他の製品事業

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ３億56

百万円増加し、54億27百万円となりました。 

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

  

(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・フローは、１億78百万円の収入（前年同四半期は29億89百万円の収入）

となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失が20億64百万円となり、減価償却費が23億67百万

円あったこと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) 

投資活動によるキャッシュ・フローは、22億87百万円の支出（前年同四半期は23億69百万円の支出）

となりました。これは主に有形固定資産の取得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・フローは、23億76百万円の収入（前年同四半期は７億77百万円の支出）

となりました。これは主に短期借入金９億５百万円の増加、長期借入金37億84百万円の調達及び22億28

百万円の返済によるものであります。 

  

当第２四半期連結累計期間は、受注の一部持ち直し等により売上高は前回発表予想を若干上回ることが

できましたが、損益につきましては短期間の受注変動の影響を受け、前回発表予想の水準に留まりまし

た。通期につきましては、自動車産業を取り巻く環境は依然厳しい状況が予想されますが、引き続き原価

低減活動、諸経費の圧縮等をおしすすめ、また受注持ち直しの状況を踏まえ、平成22年３月期連結業績予

想を売上高370億円、営業損失13億円、経常損失20億円に修正いたします。なお、当期純損失につきまし

てはPCB処理費用等の特別損失計上により26億円に修正いたします。 

  
  

該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 

  

(キャッシュ・フローの状況)

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
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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 5,456 5,098 

受取手形及び売掛金 6,976 6,157 

商品及び製品 4,406 4,963 

仕掛品 1,795 1,981 

原材料及び貯蔵品 1,509 1,843 

繰延税金資産 168 87 

その他 759 999 

貸倒引当金 △149 △144 

流動資産合計 20,922 20,987 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 10,014 10,158 

機械装置及び運搬具（純額） 17,983 16,417 

土地 5,571 5,554 

建設仮勘定 1,087 3,565 

その他（純額） 1,056 1,108 

有形固定資産合計 35,714 36,804 

無形固定資産 590 598 

投資その他の資産   

投資有価証券 4,824 3,761 

長期貸付金 15 17 

繰延税金資産 445 452 

その他 1,443 1,553 

貸倒引当金 △47 △47 

投資その他の資産合計 6,681 5,737 

固定資産合計 42,986 43,140 

資産合計 63,909 64,128 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,785 5,588 

短期借入金 6,352 5,447 

1年内返済予定の長期借入金 3,664 3,994 

リース債務 161 141 

未払法人税等 41 14 

設備関係支払手形 691 1,664 

その他 1,892 2,783 

流動負債合計 17,590 19,634 
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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) 

固定負債   

長期借入金 25,202 23,302 

リース債務 1,752 1,684 

繰延税金負債 1,277 889 

退職給付引当金 2,637 2,670 

その他 318 272 

固定負債合計 31,188 28,818 

負債合計 48,778 48,453 

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,839 9,839 

資本剰余金 5,875 5,875 

利益剰余金 △1,449 498 

自己株式 △353 △369 

株主資本合計 13,911 15,844 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,038 405 

繰延ヘッジ損益 1 5 

為替換算調整勘定 △1,368 △2,180 

評価・換算差額等合計 △328 △1,769 

新株予約権 17 27 

少数株主持分 1,530 1,572 

純資産合計 15,131 15,675 

負債純資産合計 63,909 64,128 
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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 26,975 17,195 

売上原価 21,456 15,355 

売上総利益 5,518 1,839 

販売費及び一般管理費 4,674 3,494 

営業利益又は営業損失（△） 844 △1,654 

営業外収益   

受取利息 28 2 

受取配当金 81 31 

為替差益 76 2 

助成金収入 － 162 

その他 101 102 

営業外収益合計 286 302 

営業外費用   

支払利息 302 364 

その他 152 169 

営業外費用合計 454 534 

経常利益又は経常損失（△） 675 △1,886 

特別損失   

PCB処理費用 － 177 

特別損失合計 － 177 

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（△）

675 △2,064 

法人税、住民税及び事業税 466 15 

法人税等調整額 △90 △124 

法人税等合計 376 △109 

少数株主利益又は少数株主損失（△） 74 △12 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 224 △1,943 
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(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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

675 △2,064 

減価償却費 2,475 2,367 

有形固定資産廃棄損 39 － 

のれん償却額 8 － 

株式報酬費用 27 － 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1 △2 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △324 － 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 24 △32 

前払年金費用の増減額（△は増加） 43 － 

受取利息及び受取配当金 △109 △34 

支払利息 302 364 

為替差損益（△は益） △76 △2 

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 0 － 

売上債権の増減額（△は増加） 296 △735 

たな卸資産の増減額（△は増加） △486 1,257 

仕入債務の増減額（△は減少） 611 △924 

未払又は未収消費税等の増減額 △76 － 

その他 159 182 

小計 3,591 375 

利息及び配当金の受取額 109 34 

利息の支払額 △302 △385 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △408 153 

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,989 178 

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 △2,303 △2,287 

その他 △65 0 

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,369 △2,287 

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） 1,039 905 

長期借入れによる収入 － 3,784 

長期借入金の返済による支出 △1,068 △2,228 

セール・アンド・リースバックによる収入 901 － 

リース債務の返済による支出 △42 － 

社債の償還による支出 △1,200 － 

自己株式の取得による支出 △1 － 

配当金の支払額 △406 △3 

その他 － △81 

財務活動によるキャッシュ・フロー △777 2,376 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △189 88 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △345 356 

現金及び現金同等物の期首残高 4,033 5,071 

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,687 5,427 
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１．前第２四半期連結累計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローで区分掲記していた

「有形固定資産廃棄損」(当第２四半期連結累計期間44百万円)、「のれん償却額」(当第２四半期

連結累計期間７百万円)、「前払年金費用の増減額」(当第２四半期連結累計期間63百万円)、「未

払又は未収消費税等の増減額」(当第２四半期連結累計期間1億68百万円)は明瞭性の観点から表示

科目の見直しにより、第１四半期連結累計期間から「その他」に含めて表示することとしました。

２．前第２四半期連結累計期間において、財務活動によるキャッシュ・フローで区分掲記していた

「リース債務の返済による支出」(当第２四半期連結累計期間△80百万円)、「自己株式の取得によ

る支出」(当第２四半期連結累計期間△０百万円)は、明瞭性の観点から表示科目の見直しにより、

第１四半期連結累計期間から「その他」に含めて表示することとしました。 

  

該当事項はありません。 

  

【表示方法の変更】

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

(4) 継続企業の前提に関する注記

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）
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(注) 事業区分の方法 

事業区分は、販売先産業の種類により下記のとおり区分しております。 

①自動車関連製品事業・・・自動車用機関部品、二輪車用機関部品 

②舶用関連製品事業 ・・・舶用機関部品 

③その他の製品事業 ・・・陸用機関部品、家電製品部品、事務機器用部品、産業機械用部品他 

  

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

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）

自動車関連 
製品事業

(百万円)

舶用関連 
製品事業

(百万円)

その他の
製品事業

(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

23,921 1,199 1,854 26,975 － 26,975

(2)セグメント間の内部 
売上高又は振替高

－ － － － (－) －

計 23,921 1,199 1,854 26,975 (－) 26,975

営業利益 645 123 75 844 (－) 844

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）

自動車関連 
製品事業

(百万円)

舶用関連 
製品事業

(百万円)

その他の
製品事業

(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

15,330 844 1,020 17,195 － 17,195

(2)セグメント間の内部 
売上高又は振替高

－ － － － (－) －

計 15,330 844 1,020 17,195 (－) 17,195

営業利益又は営業損失(△) △1,691 95 △58 △1,654 (－) △1,654
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(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アジア・・・・・タイ、インドネシア、中国他 

②ヨーロッパ・・・ドイツ 

③その他の地域・・北米 

  

【所在地別セグメント情報】

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）

日本

(百万円)

アジア

(百万円)

ヨーロッパ

(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 20,640 2,644 2,443 1,246 26,975 － 26,975

(2)セグメント間の内部 
売上高又は振替高

3,119 392 6 － 3,519 (3,519) －

計 23,760 3,037 2,450 1,246 30,494 (3,519) 26,975

営業利益又は営業損失(△) 638 348 50 △194 843 0 844

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）

日本

(百万円)

アジア

(百万円)

ヨーロッパ

(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 13,440 1,662 1,286 806 17,195 － 17,195

(2)セグメント間の内部 
売上高又は振替高

1,541 344 5 69 1,961 (1,961) －

計 14,981 2,006 1,291 876 19,156 (1,961) 17,195

営業利益又は営業損失(△) △1,265 △181 △32 △230 △1,709 55 △1,654

日本ピストンリング㈱ (6461) 平成22年３月期 第２四半期決算短信

- 11 -



  

 
  

  

 
  

(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 各区分に属する主な国又は地域 

①アジア・・・・・タイ、インドネシア、シンガポール、中国他 

②ヨーロッパ・・・ドイツ他 

③北米・・・・・・アメリカ他 

④その他の地域・・南アフリカ、ヨルダン、メキシコ他 

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。 

  

【海外売上高】

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）

アジア ヨーロッパ 北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 4,799 2,275 806 2,673 10,555

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － － 26,975

Ⅲ 連結売上高に占める海外
売上高の割合（％）

17.8 8.4 3.0 9.9 39.1

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）

アジア ヨーロッパ 北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 3,479 1,370 600 1,175 6,624

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － － 17,195

Ⅲ 連結売上高に占める海外
売上高の割合（％）

20.2 8.0 3.5 6.8 38.5

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

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）
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