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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 19,679 △26.6 △103 ― 176 △93.2 △256 ―

21年3月期第3四半期 26,813 ― 2,386 ― 2,605 ― 1,168 ―

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3四半期 △8.88 ―

21年3月期第3四半期 42.07 ―

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3四半期 39,820 27,059 59.9 826.16
21年3月期 37,810 26,105 61.9 809.82

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  23,866百万円 21年3月期  23,394百万円

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 ― 8.00 ― 6.00 14.00
22年3月期 ― 4.00 ―

22年3月期 
（予想）

6.00 10.00

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 26,500 △16.4 △100 ― 150 △87.5 △150 ― △5.19
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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、５頁【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 

・上記の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、今後様々な要因によって異なる結果となる可
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3四半期 28,978,860株 21年3月期  28,978,860株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  90,264株 21年3月期  89,711株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 28,888,839株 21年3月期第3四半期 27,778,987株

2



【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 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、輸出、生産の増加など景気は持ち直し

の傾向にあったものの、企業収益の減少や雇用情勢の悪化、デフレの進行など依然厳しい状

況が続きました。世界経済におきましても、アジア地域を中心に持ち直しの基調にあるもの

の、欧米では失業率が高水準で推移するなど、引き続き深刻な状況にあります。 
また、当社グループが関連する自動車業界におきましては、エコカー減税等景気刺激策の

効果などにより回復傾向にあったものの、かつてない大幅かつ急激な需要減少の影響は深刻

であり、本格的な回復には至っておりません。 
このような状況のもと、当社グループは、「基盤強化」、「永続的発展」、「企業風土改革」を

柱とする経営方針の達成に鋭意取り組むとともに、引き続き、生産体制の合理化や海外事業

展開の推進などの諸施策を積極的に展開し、さらには、厳しい経営環境に対応すべく様々な

コスト削減等の施策を講じてまいりました。 

当第３四半期連結累計期間の業績としましては、売上高につきましては、自動車や船舶な

ど関連する業界の需要低迷による受注の大幅な減少や為替換算の影響などにより、前年同期

を大きく下回る、196 億 79 百万円（前年同期比 26.6％減）となりました。損益面につきまし

ては、原価低減等による効果が減産・減収に伴う減益を補うにいたらず、営業損失１億３百

万円、経常利益１億 76 百万円（前年同期比 93.2％減）、四半期純損失２億 56 百万円となり

ました。 

 

 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

 

〔自動車用部品〕 

当事業におきましては、北米子会社の連結効果による増収要因はあったものの、世界的な

自動車需要の低迷や為替換算の影響により、前年同期に比べ大幅な減収となりました。 

製品別の業績としましては、四輪車用エンジンバルブにつきましては、景気刺激策の効果

などにより回復の兆しが見られ、また一部のエコカー向け製品は好調に推移したものの、欧

米向け製品やモータースポーツ用製品の減少により前年同期に比べ大幅な減収となりました。

二輪車用エンジンバルブにつきましては、欧米向け大型車用製品の激減により国内生産は極

めて低水準で推移し、アジア生産拠点においては、総じて持ち直しの動きが見られるものの

為替換算の影響などにより減収となりました。自動車用精密鍛造歯車につきましては欧米需

要の低迷により減収、バルブリフターにつきましては、国内生産は横ばいとなりましたが韓

国関連会社の連結除外により減収、ＮＴ－ＶＣＰにつきましては北米需要の低迷により減収

となりました。 

この結果、当事業の売上高は、162 億 12 百万円（前年同期比 23.3％減）、営業利益は、減

産・減収の影響などにより、２億 17 百万円（前年同期比 88.7％減）となりました。 

 

〔その他〕 

当事業におきましては、当事業製品の関連業界における需要低迷により大幅な減収となり

ました。 

製品別の業績としましては、陸上および船舶用エンジンバルブにつきましては、海運・造

船市場の低迷により補給部品等の船舶関連製品が大幅な減収、汎用製品についても北米にお

ける需要低迷や在庫調整により減収となりました。精密鍛造歯車につきましては、欧米向け

産業機械用製品の需要低迷により減収となりました。機械設備につきましては、アジア生産

拠点への販売減少により減収となりました。 

この結果、当事業の売上高は、35 億３百万円（前年同期比 44.3％減）、営業損失は、減産・

減収の影響などにより、３億 60 百万円となりました。 
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所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。 

 

〔日本〕 

当社グループの主要な事業拠点である当所在地におきましては、景気は持ち直しの傾向に

あったものの、関連する各業界における国内外の需要は依然低迷しており、前年同期に比べ

極めて低水準での推移となりました。 

自動車用エンジンバルブにつきましては欧米向け製品やモータースポーツ用製品の減少に

より減収、陸上および船舶用エンジンバルブ、精密鍛造歯車、ＮＴ－ＶＣＰにつきましても

国内外の需要低迷によりそれぞれ減収となりました。バルブリフターは横ばいとなりました。 

この結果、当所在地の売上高は、139 億 58 百万円（前年同期比 29.8％減）、営業損失は、

減産・減収の影響などにより、９億 73 百万円となりました。 

 

〔アジア〕 

当所在地におきましては、総じて持ち直しの動きが見られるものの為替換算の影響などに

より、台湾、タイ、インドネシアいずれの生産拠点においても前年同期に比べ大幅な減収と

なりました。なお、バルブリフターの生産拠点であった韓国におきましては、前第２四半期

に株式の一部を売却したことにより同国における関連会社を連結除外としていることから減

収となっております。 

この結果、当所在地の売上高は、35 億 18 百万円（前年同期比 46.6％減）、営業利益は、減

産・減収の影響などにより、７億 69 百万円（前年同期比 54.3％減）となりました。 

 

〔北米〕 

自動車用エンジンバルブの生産拠点である当所在地におきましては、景気の低迷により自

動車需要は依然低迷しておりますが、前第３四半期より米国における関連会社の持分を増加

し連結対象子会社といたしました。これにより、同社の損益計算書を取り込むこととしたた

め増収となりました。 

この結果、当所在地の売上高は、25 億 20 百万円（前年同期比 37.0％増）、営業利益は、

減産・減収の影響などにより、24 百万円（前年同期比 94.2％減）となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 ①資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期末における総資産は、398 億 20 百万円となり、前連結会計年度末と比較して

20 億９百万円の増加となりました。 

資産の部の流動資産は、148 億 97 百万円となり、前連結会計年度末と比較して 15 億 12 百

万円の増加となりました。この主な要因は現金及び預金が 12 億 99 百万円増加したことなど

によるものであります。 

固定資産は、249 億 22 百万円となり、前連結会計年度末と比較して４億 97 百万円の増加

となりました。この主な要因は投資有価証券が 17 億 23 百万円増加したことなどによるもの

であります。 

負債の部の流動負債は、87 億 84 百万円となり、前連結会計年度末と比較して８億９百万

円の増加となりました。この主な要因は支払手形及び買掛金が 10 億 70 百万円増加したこと

などによるものであります。 

固定負債は、39 億 76 百万円となり、前連結会計年度末と比較して２億 46 百万円の増加と

なりました。この主な要因は繰延税金負債が５億 17 百万円増加したことなどによるものであ

ります。 

純資産の部では、270 億 59 百万円となり、前連結会計年度末と比較して９億 53 百万円の

増加となりました。この主な要因はその他有価証券評価差額金が７億 55 百万円増加したこと

などによるものであります。 
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 ②キャッシュ・フローの状況 

   当第３四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は27億36百万円となり

前連結会計年度末と比較して12億99百万円増加しました。 

   営業活動により得られた資金は、33億59百万円となりました。その主な要因はたな卸資産の減少

により資金が得られたことによるものであります。 

   投資活動により使用した資金は、15億66百万円となりました。その主な要因は有形固定資産の取

得による支出によるものであります。 

   財務活動により使用した資金は、５億 48 百万円となりました。その主な要因は長期借入金の返済

による支出によるものであります。 

    

３． 連結業績予想に関する定性的情報 

   平成 22 年３月期の業績予想は、当第３四半期の業績が概ね計画通りに進捗しており、業績環境に

ついても想定範囲内であることから、平成21年10月 28日に発表致しました「業績予想の修正に関

するお知らせ」に変更はありません。 

 

４． その他 

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更に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 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

  当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変

化がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定して

おります。 

②棚卸資産の評価方法 

当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略して第２四

半期連結会計期間末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっ

ております。 

③繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

     繰延税金資産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、かつ、一

時差異などの発生状況に著しい変化がないと認められる場合は、前連結会計年度において使用し

た将来の業績予測やタックスプランニングを利用する方法によっております。 

   ④固定資産の減価償却費の算定方法 

減価償却方法で定率法を採用している固定資産については、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。 

   ⑤経過勘定項目の算定方法 

     合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。 

 

 （３）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

法人税等の計算  

  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。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、法定実

効税率を使用する方法によっております。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。 

 

（４）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。 
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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：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 2,736,421 1,437,395

受取手形及び売掛金 5,561,703 5,334,252

商品及び製品 1,369,156 1,612,387

仕掛品 1,081,384 1,103,569

原材料及び貯蔵品 1,915,528 2,213,556

繰延税金資産 701,759 353,076

その他 1,534,675 1,332,545

貸倒引当金 △3,115 △1,679

流動資産合計 14,897,513 13,385,103

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,826,964 5,543,853

機械装置及び運搬具（純額） 5,462,504 5,963,672

土地 2,218,322 2,190,435

建設仮勘定 363,409 1,037,148

その他（純額） 299,502 337,479

有形固定資産合計 14,170,702 15,072,590

無形固定資産   

のれん 1,021,629 1,225,955

その他 44,145 49,583

無形固定資産合計 1,065,774 1,275,538

投資その他の資産   

投資有価証券 8,864,968 7,141,049

出資金 940 940

長期貸付金 493,930 484,777

繰延税金資産 151,987 255,332

その他 174,285 195,194

投資その他の資産合計 9,686,112 8,077,294

固定資産合計 24,922,589 24,425,423

資産合計 39,820,102 37,810,526
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 3,763,655 2,692,790

短期借入金 2,975,834 2,884,874

未払法人税等 110,191 54,633

繰延税金負債 325,916 276,502

賞与引当金 86,595 377,490

役員賞与引当金 － 42,950

その他 1,522,552 1,646,172

流動負債合計 8,784,746 7,975,413

固定負債   

長期未払金 27,100 100,100

長期借入金 528,000 787,500

繰延税金負債 754,520 237,026

退職給付引当金 2,639,121 2,584,653

その他 27,368 20,203

固定負債合計 3,976,110 3,729,483

負債合計 12,760,856 11,704,896

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,530,543 4,530,543

資本剰余金 4,506,955 4,506,958

利益剰余金 13,564,502 14,109,822

自己株式 △45,171 △45,023

株主資本合計 22,556,828 23,102,300

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,612,437 1,857,325

為替換算調整勘定 △1,302,777 △1,564,698

評価・換算差額等合計 1,309,660 292,626

少数株主持分 3,192,756 2,710,702

純資産合計 27,059,245 26,105,629

負債純資産合計 39,820,102 37,810,526
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 26,813,383 19,679,833

売上原価 22,437,471 17,983,357

売上総利益 4,375,911 1,696,475

販売費及び一般管理費 1,989,083 1,800,045

営業利益又は営業損失（△） 2,386,828 △103,569

営業外収益   

受取利息 41,872 19,257

受取配当金 152,564 153,872

持分法による投資利益 － 108,051

為替差益 50,073 －

雑収入 23,990 57,063

営業外収益合計 268,500 338,245

営業外費用   

支払利息 42,904 41,587

手形売却損 823 －

持分法による投資損失 671 －

為替差損 － 1,631

雑損失 5,328 14,962

営業外費用合計 49,727 58,182

経常利益 2,605,601 176,494

特別利益   

貸倒引当金戻入額 5,738 －

固定資産売却益 4,837 788

投資有価証券売却益 － 42,830

関係会社株式売却益 32,241 －

持分変動利益 58,150 －

特別利益合計 100,967 43,619

特別損失   

固定資産売却損 27,160 315

固定資産除却損 29,333 19,235

投資有価証券評価損 14,858 －

本社工場再整備費 59,630 －

ゴルフ会員権売却損 － 2,000

特別損失合計 130,982 21,551

税金等調整前四半期純利益 2,575,586 198,562

法人税等 728,641 46,357

少数株主利益 678,196 408,634

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,168,749 △256,429
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【第３四半期連結会計期間】 

(単位：千円)

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 8,316,674 7,031,059

売上原価 7,164,406 6,110,751

売上総利益 1,152,267 920,308

販売費及び一般管理費 702,225 584,614

営業利益 450,042 335,693

営業外収益   

受取利息 13,640 4,410

受取配当金 51,910 20,749

持分法による投資利益 － 38,124

為替差益 29,175 11,497

雑収入 － 33,094

営業外収益合計 94,726 107,876

営業外費用   

支払利息 15,785 9,869

持分法による投資損失 671 －

雑損失 20,666 5,404

営業外費用合計 37,124 15,274

経常利益 507,644 428,295

特別利益   

貸倒引当金戻入額 222 －

固定資産売却益 8 781

持分変動利益 58,150 －

特別利益合計 58,381 781

特別損失   

固定資産売却損 1,511 4

固定資産除却損 159 17,883

投資有価証券評価損 14,858 －

本社工場再整備費 14,630 －

特別損失合計 31,159 17,888

税金等調整前四半期純利益 534,866 411,188

法人税等 123,154 104,328

少数株主利益 301,683 185,547

四半期純利益 110,028 121,312
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 2,575,586 198,562

減価償却費 2,012,887 1,646,693

のれん償却額 68,108 204,325

貸倒引当金の増減額（△は減少） △12,310 1,409

退職給付引当金の増減額（△は減少） 115,771 48,651

受取利息及び受取配当金 △194,437 △173,130

支払利息 42,904 41,587

持分法による投資損益（△は益） － △108,051

投資有価証券売却損益（△は益） － △42,830

関係会社株式売却損益（△は益） △32,241 －

持分変動損益（△は益） △58,150 －

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） 51,655 18,762

売上債権の増減額（△は増加） 924,222 △195,522

たな卸資産の増減額（△は増加） △71,332 615,758

仕入債務の増減額（△は減少） △1,377,907 984,637

未払消費税等の増減額（△は減少） 45,882 50,819

その他 △736,288 66,091

小計 3,354,351 3,357,765

利息及び配当金の受取額 187,594 179,299

利息の支払額 △46,610 △39,796

法人税等の支払額 △981,353 △137,851

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,513,982 3,359,417

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 △213,780 －

定期預金の払戻による収入 264,940 －

有形及び無形固定資産の取得による支出 △3,496,431 △1,002,782

有形及び無形固定資産の売却による収入 6,729 1,827

投資有価証券の取得による支出 △1,268,187 △339,374

投資有価証券の売却による収入 － 51,384

子会社株式の売却による収入 149,506 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△1,885,959 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

583,595 －

長期貸付けによる支出 △122,738 △6,956

長期貸付金の回収による収入 623,908 2,571

その他 △24,674 △273,530

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,383,092 △1,566,860
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(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 7,876,864 19,094,033

短期借入金の返済による支出 △5,877,000 △18,980,000

長期借入れによる収入 650,000 －

長期借入金の返済による支出 △241,402 △259,500

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △5,912

株式の発行による収入 1,477,500 －

自己株式の取得による支出 △642 △158

配当金の支払額 △418,064 △277,898

少数株主への配当金の支払額 △1,059,757 △119,148

その他 241 6

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,407,737 △548,577

現金及び現金同等物に係る換算差額 △174,472 55,047

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △635,843 1,299,026

現金及び現金同等物の期首残高 2,072,966 1,437,395

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,437,123 2,736,421
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 （４）継続企業の前提に関する注記 
   当第３四半期連結累計期間（自 平成 21 年４月１日 至 平成 21 年 12 月 31 日） 
    該当事項はありません。 
 
 （５）セグメント情報 
   事業の種類別セグメント情報 
   前第３四半期連結累計期間（自 平成 20 年４月１日 至 平成 20 年 12 月 31 日） 
 自動車用部品 

（千円） 
その他 
（千円） 

合計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高   
(1)外部顧客に対する売

上高 
21,128,910 5,684,472 26,813,383 ―― 26,813,383

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
―― 611,138 611,138 (611,138) ――

計 21,128,910 6,295,611 27,424,521 (611,138) 26,813,383
営業利益 1,930,967 116,037 2,047,004 339,823 2,386,828
（注）１ 事業区分の方法 
     製品の種類、類似性を考慮して決定しております。 
   ２ 各事業区分に属する主要業務 
     自動車用部品･･･自動車用エンジンバルブ、自動車用精密鍛造歯車、バルブリフター、

NT－VCP、他製造販売 
     そ の 他･･･陸舶用エンジンバルブ、農業・建設機械用精密鍛造歯車、高圧洗浄、シ

リンダーヘッドの修理、他 
 
   当第３四半期連結累計期間（自 平成 21 年４月１日 至 平成 21 年 12 月 31 日） 
 自動車用部品 

（千円） 
その他 
（千円） 

合計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高   
(1)外部顧客に対する売

上高 16,212,896 3,466,937 19,679,833 ―― 19,679,833

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
―― 36,837 36,837 (36,837) ――

計 16,212,896 3,503,774 19,716,670 (36,837) 19,679,833
営業利益又は 
営業損失(△) 217,869 △360,053 △142,183 38,614 △103,569

 （注）１ 事業区分の方法 
     製品の種類、類似性を考慮して決定しております。 
   ２ 各事業区分に属する主要業務 
     自動車用部品･･･自動車用エンジンバルブ、自動車用精密鍛造歯車、バルブリフター、

NT－VCP、他製造販売 
     そ の 他･･･陸舶用エンジンバルブ、農業・建設機械用精密鍛造歯車、高圧洗浄、シ

リンダーヘッドの修理、他 
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   所在地別セグメント情報 
   前第３四半期連結累計期間（自 平成 20 年４月１日 至 平成 20 年 12 月 31 日） 
 日本   

（千円） 
アジア 

（千円）

北米 

（千円）

合計  
（千円）

消去又は全社

（千円） 
連結  

（千円）

売上高       
(1)外部顧客に対する

売上高 18,788,358 6,184,611 1,840,412 26,813,383 ―― 26,813,383

(2)セグメント間の内

部売上高又は振替高 1,091,511 407,069 ―― 1,498,581 (1,498,581) ――

計 19,879,870 6,591,681 1,840,412 28,311,965 (1,498,581) 26,813,383
営業利益 290,188 1,684,763 421,903 2,396,855 (10,027) 2,386,828
  
 （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 
      アジア･･･台湾、韓国、インドネシア、タイ 
      北 米･･･アメリカ 
    ３ 北米の第２四半期連結累計期間までは U.S.エンジンバルブコーポレーションはパー

トナーシップへの投資を行っており投資利益を売上高に計上しており、営業費用は

計上しておりません。 
なお、第２四半期連結会計期間末に U.S.エンジンバルブ（パートナーシップ）が

連結子会社となり、当該会社の業績を当第３四半期連結会計期間より含めておりま

す。 
 
   所在地別セグメント情報 
   当第３四半期連結累計期間（自 平成 21 年４月１日 至 平成 21 年 12 月 31 日） 
 日本   

（千円） 
アジア 

（千円）

北米 

（千円）

合計  
（千円）

消去又は全社

（千円） 
連結  

（千円）

売上高       
(1)外部顧客に対する売

上高 13,799,262 3,359,703 2,520,867 19,679,833 ―― 19,679,833

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 159,010 158,875 ―― 317,886 (317,886) ――

計 13,958,273 3,518,578 2,520,867 19,997,720 (317,886) 19,679,833
営業利益又は 
営業損失(△) △973,781 769,192 24,318 △180,270 76,700 △103,569

  
 （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 
      アジア･･･台湾、インドネシア、タイ 
      北 米･･･アメリカ 
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  海外売上高 
  前第３四半期連結累計期間（自 平成 20 年４月１日 至 平成 20 年 12 月 31 日） 
 アジア ヨーロッパ 北米 連結 
Ⅰ 海外売上高（千円） 6,502,615 1,788,501 1,859,932 10,151,049
Ⅱ 連結売上高（千円）  26,813,383
Ⅲ 連結売上高に占める海

外売上高の割合（％） 24.3 6.7 6.9 37.9

 
 （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又は地域 
      アジア･･･････台湾、韓国、インドネシア、タイ他 
      ヨーロッパ･･･スウェーデン、ドイツ、フィンランド、イタリア、フランス他 
      北米･････････アメリカ他 
    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の売上高であります。 
 
  海外売上高 
  当第３期連結累計期間（自 平成 21 年４月１日 至 平成 21 年 12 月 31 日） 
 アジア ヨーロッパ 北米 連結 
Ⅰ 海外売上高（千円） 3,906,445 1,571,817 2,537,028 8,015,292
Ⅱ 連結売上高（千円）  19,679,833
Ⅲ 連結売上高に占める海

外売上高の割合（％） 19.8 8.0 12.9 40.7

 
 （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 
      アジア･･･････台湾、韓国、インドネシア、タイ他 
      ヨーロッパ･･･スウェーデン、ドイツ、フィンランド、イタリア、フランス他 
      北米･････････アメリカ他 
    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の売上高であります。 
 
 
（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３四半期連結累計期間（自 平成 21 年４月１日 至 平成 21 年 12 月 31 日） 
     該当事項はありません。 
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