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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 77,054 △19.1 4,424 △35.9 4,042 △38.9 2,285 △37.2

21年3月期第2四半期 95,265 ― 6,907 ― 6,614 ― 3,640 ―

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 57.50 49.86
21年3月期第2四半期 91.99 79.67

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 131,319 57,219 39.2 1,292.46
21年3月期 119,717 53,660 40.0 1,207.50

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  51,471百万円 21年3月期  47,876百万円

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  有  
 

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 ― 7.50 ― 7.50 15.00
22年3月期 ― 7.50

22年3月期 
（予想）

― 7.50 15.00

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 165,000 △8.7 9,700 △7.8 8,500 4.2 4,800 32.4 120.53
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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 

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の
変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は、４ページの 【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 40,550,000株 21年3月期  40,550,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  725,785株 21年3月期  900,725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 39,743,170株 21年3月期第2四半期 39,571,683株
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【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) 業績全般 

当社グループの当第２四半期連結累計期間の連結業績は、減産の影響と円高に起因する為替換

算の影響により売上高は770億円（前年同期比182億円減、19.1％減）となりました。収益につき

ましては、減産及び為替影響はあったものの、従来より取り組んできたＵＰＳ（ユニプレス生産

システム）活動を柱とした合理化及び国内の車体部品・トランスミッション部品工場の再配置の

実施による収益改善に務めた結果、営業利益は44億円（同24億円減、35.9％減）、経常利益は40

億円（同25億円減、38.9％減）、四半期純利益は22億円（同13億円減、37.2％減）となりました。 

 

(2) セグメント別業績 

所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。 

①日本 

当社グループの売上高は、減産の影響により476億円（前年同期比73億円減、13.4％減）となり、

営業利益は13億円（同10億円減、43.8％減）となりました。 

②北米地域 

当社グループの売上高は、減産の影響に為替影響も加わり91億円（同69億円減、43.1％減）と

なり、営業損失は２億円（前年同期は９億円の営業利益）となりました。 

③欧州地域 

当社グループの売上高は、減産及び為替影響により77億円（前年同期比61億円減、44.0％減）

となり、営業利益は10億円（同８億円減、42.8％減）となりました。 

④アジア地域 

当社グループの売上高は、増産影響により124億円（同22億円増、21.6％増）となり営業利益は

22億円（同８億円増、60.2％増）となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 

(1) 連結財政状態 

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増産に転じたことに

より受取手形及び売掛金が76億円増加、販売用型設備の増加によりたな卸資産が27億円増加した

こと等により、前連結会計年度末に比べ116億円増の1,313億円となりました。 

負債につきましては、増産影響により支払手形及び買掛金が38億円増加、販売用型設備の仕入

増により未払金が増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ80億円増の740億円となりまし

た。 

純資産につきましては、四半期純利益22億円と為替換算調整勘定が12億円増加したこと等によ

り、前連結会計年度末に比べ35億円増の572億円となりました。 

結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ0.8ポイントマイナスの39.2％となりました。 
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(2) キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利

益36億円、減価償却費を77億円計上したこと、売上債権が69億円増加したこと等により、49億円

の収入となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産を29億円取得した結果、28億円の支出と

なりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、シンジケートローン70億円等合計80億円の長期借入を

実行し、長短借入金等の返済に充当した結果19億円の支出となりました。 

その結果、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は、前連結会計年度末に

比べ３億円増加し35億円となりました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

平成22年３月期の通期連結業績予想につきましては、最近の事業環境を踏まえ修正しておりま

す。詳細につきましては、本日公表しました「平成22年３月期業績予想の修正に関するお知ら

せ」をご参照下さい。 

 

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） 

該当事項はありません。 

 

(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 

税金費用の計算 

当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する方法を採用しております。 

 

(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 

該当事項はありません。



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 3,553 3,252

受取手形及び売掛金 21,548 13,915

製品 9,699 6,603

仕掛品 3,677 4,085

原材料及び貯蔵品 3,806 3,793

その他 7,240 5,853

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 49,522 37,501

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 15,741 15,847

機械装置及び運搬具（純額） 28,590 28,386

工具、器具及び備品（純額） 4,756 5,301

土地 7,781 7,699

リース資産（純額） 9,732 9,028

建設仮勘定 5,076 5,574

有形固定資産合計 71,678 71,839

無形固定資産 2,675 1,952

投資その他の資産   

投資有価証券 2,310 3,398

その他 5,162 5,056

貸倒引当金 △30 △30

投資その他の資産合計 7,442 8,424

固定資産合計 81,796 82,215

資産合計 131,319 119,717

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 16,376 12,481

短期借入金 10,679 14,988

未払法人税等 1,132 445

賞与引当金 1,655 1,579

その他の引当金 42 64

その他 15,186 12,831

流動負債合計 45,072 42,391

固定負債   

社債 － 20

新株予約権付社債 7,000 7,000

長期借入金 10,911 5,660
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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) 

退職給付引当金 3,956 3,902

その他の引当金 343 314

その他 6,816 6,767

固定負債合計 29,027 23,665

負債合計 74,099 66,056

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,609 5,609

資本剰余金 6,279 6,255

利益剰余金 43,815 41,802

自己株式 △491 △612

株主資本合計 55,212 53,055

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 157 △77

為替換算調整勘定 △3,898 △5,101

評価・換算差額等合計 △3,741 △5,178

新株予約権 586 539

少数株主持分 5,161 5,244

純資産合計 57,219 53,660

負債純資産合計 131,319 119,717
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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 95,265 77,054

売上原価 80,620 66,611

売上総利益 14,644 10,442

販売費及び一般管理費 7,736 6,018

営業利益 6,907 4,424

営業外収益   

受取利息 19 28

受取配当金 35 0

持分法による投資利益 59 －

為替差益 16 －

雇用調整助成金 － 59

その他 129 89

営業外収益合計 260 177

営業外費用   

支払利息 391 345

持分法による投資損失 － 20

為替差損 － 14

開業費 － 116

その他 161 62

営業外費用合計 553 560

経常利益 6,614 4,042

特別利益   

前期損益修正益 39 －

固定資産売却益 18 11

新株予約権戻入益 － 8

その他 14 －

特別利益合計 72 19

特別損失   

抱合せ株式消滅差損 － 296

たな卸資産評価損 277 －

固定資産処分損 261 113

その他 96 1

特別損失合計 635 410

税金等調整前四半期純利益 6,051 3,651

法人税、住民税及び事業税 1,603 1,266

法人税等調整額 450 96

法人税等合計 2,053 1,363

少数株主利益 358 2

四半期純利益 3,640 2,285
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【第２四半期連結会計期間】 

(単位：百万円)

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 51,053 43,541

売上原価 43,050 36,980

売上総利益 8,003 6,561

販売費及び一般管理費 3,966 3,149

営業利益 4,037 3,412

営業外収益   

受取利息 13 7

受取配当金 0 0

持分法による投資利益 35 21

為替差益 460 －

その他 84 46

営業外収益合計 595 76

営業外費用   

支払利息 195 175

為替差損 － 40

その他 80 85

営業外費用合計 275 302

経常利益 4,356 3,186

特別利益   

固定資産売却益 4 4

新株予約権戻入益 － 8

その他 2 －

特別利益合計 6 13

特別損失   

固定資産処分損 235 96

その他 29 1

特別損失合計 264 97

税金等調整前四半期純利益 4,098 3,102

法人税、住民税及び事業税 904 1,068

法人税等調整額 316 254

法人税等合計 1,220 1,323

少数株主利益 191 111

四半期純利益 2,685 1,667
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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 6,051 3,651

減価償却費 5,995 7,757

賞与引当金の増減額（△は減少） △22 53

受取利息及び受取配当金 △55 △28

支払利息 391 345

持分法による投資損益（△は益） △59 20

固定資産処分損益（△は益） 243 101

売上債権の増減額（△は増加） △3,991 △6,950

たな卸資産の増減額（△は増加） △444 △2,461

仕入債務の増減額（△は減少） 2,282 3,196

未払金の増減額（△は減少） △248 1,324

その他 1 △965

小計 10,146 6,044

利息及び配当金の受取額 79 49

利息の支払額 △391 △345

法人税等の支払額 △1,215 △760

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,618 4,988

投資活動によるキャッシュ・フロー   

短期貸付金の増減額（△は増加） △166 △1

有形固定資産の取得による支出 △5,566 △2,953

有形固定資産の売却による収入 280 201

無形固定資産の取得による支出 △732 △17

その他 △106 △32

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,292 △2,804

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） 2,916 △5,212

社債の償還による支出 △20 △20

長期借入れによる収入 722 8,017

長期借入金の返済による支出 △3,713 △2,010

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △204 △2,425

自己株式の純増減額（△は増加） 96 144

配当金の支払額 △345 △297

少数株主への配当金の支払額 △129 △102

財務活動によるキャッシュ・フロー △677 △1,907

現金及び現金同等物に係る換算差額 △46 27

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,602 303

現金及び現金同等物の期首残高 1,941 3,198

連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

－ 1

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,543 3,502
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(5) セグメント情報 

【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) 

北米 

(百万円)

欧州 

(百万円)

アジア 

(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 

55,063 16,041 13,897 10,262 95,265 － 95,265

(2)セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

4,191 3 0 97 4,292 △4,292 －

計 59,254 16,044 13,897 10,360 99,557 △4,292 95,265

営業利益 2,374 969 1,875 1,394 6,614 293 6,907

(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 

(1）北米 … アメリカ、メキシコ 

(2）欧州 … イギリス 

(3）アジア … 中国 

 

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) 

北米 

(百万円)

欧州 

(百万円)

アジア 

(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 

47,675 9,121 7,777 12,478 77,054 － 77,054

(2)セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

4,744 1 － 414 5,160 △5,160 －

計 52,420 9,123 7,777 12,893 82,214 △5,160 77,054

営業利益又は営業損失(△) 1,334 △224 1,072 2,234 4,417 7 4,424

(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 

(1）北米 … アメリカ、メキシコ 

(2）欧州 … イギリス 

(3）アジア … 中国、インド 
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前第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

 
日本 

(百万円) 

北米 

(百万円)

欧州 

(百万円)

アジア 

(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 

28,446 8,837 7,379 6,389 51,053 － 51,053

(2)セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

1,981 2 － 42 2,026 △2,026 －

計 30,428 8,839 7,379 6,432 53,080 △2,026 51,053

営業利益 1,141 524 1,210 853 3,730 307 4,037

 

当第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

 
日本 

(百万円) 

北米 

(百万円)

欧州 

(百万円)

アジア 

(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 

26,555 5,104 4,739 7,141 43,541 － 43,541

(2)セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

2,678 1 － 361 3,041 △3,041 －

計 29,234 5,105 4,739 7,502 46,583 △3,041 43,541

営業利益 1,454 32 706 1,299 3,492 △80 3,412

 

【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） 

 北米 欧州 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 16,041 13,903 10,193 40,138

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － 95,265

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合（％） 

16.8 14.6 10.7 42.1

(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 

(1) 北米 … アメリカ、メキシコ 

(2) 欧州 … イギリス 

(3) アジア … 中国 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国における売上高です。 

 

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） 

 北米 欧州 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 9,123 8,552 14,634 32,311

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － 77,054

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合（％） 

11.8 11.1 19.0 41.9

(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 

(1) 北米 … アメリカ、メキシコ 

(2) 欧州 … イギリス 

(3) アジア … 中国、インド、タイ 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国における売上高です。 
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前第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

 北米 欧州 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 8,837 7,382 6,388 22,608

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － 51,053

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合（％） 

17.3 14.5 12.5 44.3

 

当第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

 北米 欧州 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 5,105 4,923 8,441 18,470

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － 43,541

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合（％） 

11.7 11.3 19.4 42.4

 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 

 

 




