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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 2,118,203 △19.5 78,782 △7.5 93,779 △6.7 50,370 35.8
21年3月期第3四半期 2,630,331 ― 85,150 ― 100,496 ― 37,099 ―

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 62.50 62.50
21年3月期第3四半期 45.91 45.91

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 3,281,498 2,011,902 57.8 2,354.05
21年3月期 3,018,438 1,900,719 59.3 2,220.89

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  1,897,131百万円 21年3月期  1,789,701百万円

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  

当社は定款において期末日を配当基準日と定めていますが、現時点では当該基準日における配当予想額は未定です。（「業績予想の適切な利用に関す
る説明、その他特記事項」欄参照） 

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 ― 27.00 ― 13.00 40.00
22年3月期 ― 13.00 ―

22年3月期 
（予想）

― ―

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 2,950,000 △6.1 110,000 ― 126,000 ― 75,000 ― 93.06
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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） 

（注） 詳細は、５ページ 【定性的情報・財務諸表等】 ４． その他をご覧ください。 

(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予想には、現時点での入手可能な情報に基づく将来の予測が含まれています。今後の事業運営や為替の変動等内外の
状況の変化により、実際の業績が記載の予想数値と大幅に異なる可能性があります。なお、業績予想については、平成21年10月30日の平成22年３月期
第２四半期の決算発表時に公表した数値から本資料において修正しています。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下さい。 
２．当社は、配当につきましては、安定的な配当水準の向上を目指し、業績及び配当性向を総合的に勘案して実施していきたいと考えています。しかしな 
がら、経営環境の先行きが依然不透明であるため、当期の期末配当につきましては、引き続き未定とし、今後の業績動向を勘案した上で期末までにご提 
案させていただきたいと考えています。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

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 884,068,713株 21年3月期  884,068,713株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  78,165,847株 21年3月期  78,219,105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 805,888,613株 21年3月期第3四半期 808,008,818株
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「参考」個別業績予想 

平成22年3月期の個別業績予想（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）個別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  

  

通期 

 百万円

  1,870,000

 ％

 △3.6

 百万円

  8,000

 ％

  －

 百万円

 50,000

 ％

  －

 百万円

   35,000

 ％

  －

 円

    43

 銭

  43
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当社グループは、昨年来の経営環境の急激な悪化に対処すべく、本年度より中期収益改善への取り組みとして「事

業体質のスリム化」と「次の成長に向けた体制づくり」の２つを基本方針とした活動を開始し、着実に進めてきまし

た。 

  

当第３四半期連結累計期間の業績については、世界的な車両生産の減少及び為替差損により、売上高は２兆1,182

億円（前年同期比5,121億円減、19.5％減）と減収になりました。経常利益については、固定費の徹底的な削減に取

り組んだものの、売上減少による操業度差損、為替差損などにより938億円（前年同期比67億円減、6.7％減）と減益

になりました。四半期純利益については、504億円（前年同期比133億円増、35.8％増）と増益になりました。 

  

所在地別の状況については、日本は、国内車両生産の減少及び海外生産用部品等の輸出減少に加え、為替差損によ

り、売上高は１兆4,632億円（前年同期比3,527億円減、19.4％減）と減収になりました。営業利益は、売上減少によ

る操業度差損、為替差損などがあるものの、固定費削減などにより、137億円（前年同期比109億円増、380.2％増）

と増益になりました。 

北中南米地域は、米国得意先の車両生産減少により、売上高は3,788億円（前年同期比978億円減、20.5％減）と減

収、営業利益は、売上減少による操業度差損などにより、110億円（前年同期比19億円減、14.8％減）と減益になり

ました。 

欧州地域は、主要得意先の車両生産減少により、売上高は2,995億円（前年同期比806億円減、21.2％減）と減収、

営業利益は、売上減少による操業度差損などにより、57億円（前年同期比20億円減、25.8％減）と減益になりまし

た。 

豪亜地域は、ＡＳＥＡＮ諸国での日系車両生産の減少により、売上高は3,735億円（前年同期比489億円減、11.6％

減）と減収、営業利益は、売上減少による操業度差損などにより、512億円（前年同期比58億円減、10.2％減）と減

益になりました。 

事業の種類別の状況については、自動車分野の売上高は２兆836億円（前年同期比4,704億円減、18.4％減）と減

収、営業利益は844億円（前年同期比101億円減、10.7％減）と減益になりました。新事業分野の売上高は346億円

（前年同期比417億円減、54.7％減）と減収、営業損失は56億円（前年同期は94億円の営業損失）となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間末の総資産については、受取手形及び売掛金、現金及び預金の増加などにより、前連結

会計年度末に比べ2,631億円増加し、３兆2,815億円となりました。 

負債については、支払手形及び買掛金、社債の増加などにより、前連結会計年度末に比べ1,519億円増加し、１兆

2,696億円となりました。 

純資産については、その他有価証券評価差額金、利益剰余金の増加などにより、前連結会計年度末に比べ1,112億

円増加し、２兆119億円となりました。 

   

通期の連結業績予想については、通期の為替レートを１ＵＳ＄＝91円、１ユーロ＝131円と想定し、当第３四半期

連結累計期間の業績をふまえ、売上高２兆9,500億円（前期比1,927億円減、6.1％減）、営業利益1,100億円（前期は

373億円の営業損失）、経常利益1,260億円（前期は353億円の経常損失）、当期純利益750億円（前期は841億円の当

期純損失）に修正することとしました。 

  

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
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該当事項はありません。  

  

  

簡便な会計処理  

① たな卸資産の評価方法  

当第３四半期連結会計期間末の棚卸高は、実地棚卸を省略し、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しています。  

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固定資産の減価償却費については、当連結会計年度に係る年間の減価償却費の額を

期間按分する方法により算定しています。 

③ 繰延税金資産の回収可能性の判断 

前連結会計年度末以降に経営環境等および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、前連結会計年度末において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを使用しています。 

  

  

会計処理基準に関する事項の変更   

        第１四半期連結会計期間より「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及

び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を適用し、

第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第３四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果

の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事

については工事完成基準を適用しています。 

        これによる損益への影響はありません。 

   

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 499,312 386,177

受取手形及び売掛金 515,807 369,587

有価証券 172,660 107,842

たな卸資産 261,618 255,526

その他 134,135 149,955

貸倒引当金 △2,349 △2,285

流動資産合計 1,581,183 1,266,802

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 415,364 469,915

その他（純額） 525,150 564,718

有形固定資産合計 940,514 1,034,633

無形固定資産 17,493 19,959

投資その他の資産   

投資有価証券 541,072 432,636

その他 201,534 264,670

貸倒引当金 △298 △262

投資その他の資産合計 742,308 697,044

固定資産合計 1,700,315 1,751,636

資産合計 3,281,498 3,018,438

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 387,487 281,734

短期借入金 54,825 50,517

1年内償還予定の社債 － 57

未払法人税等 11,854 7,876

賞与引当金 19,307 47,718

役員賞与引当金 118 221

製品保証引当金 43,253 50,346

その他 175,542 169,596

流動負債合計 692,386 608,065

固定負債   

社債 190,000 150,173

長期借入金 185,567 155,867

退職給付引当金 179,709 181,317

役員退職慰労引当金 1,859 2,184

その他 20,075 20,113

固定負債合計 577,210 509,654

負債合計 1,269,596 1,117,719
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（単位：百万円）

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 187,457 187,457

資本剰余金 266,611 266,635

利益剰余金 1,603,932 1,574,515

自己株式 △198,495 △198,629

株主資本合計 1,859,505 1,829,978

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 163,335 89,000

繰延ヘッジ損益 252 △270

為替換算調整勘定 △125,961 △129,007

評価・換算差額等合計 37,626 △40,277

新株予約権 2,501 1,852

少数株主持分 112,270 109,166

純資産合計 2,011,902 1,900,719

負債純資産合計 3,281,498 3,018,438
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（2）四半期連結損益計算書 

（単位：百万円）

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 2,630,331 2,118,203

売上原価 2,290,154 1,845,461

売上総利益 340,177 272,742

販売費及び一般管理費 255,027 193,960

営業利益 85,150 78,782

営業外収益   

受取利息 9,438 5,019

受取配当金 13,226 5,232

為替差益 － 5,506

持分法による投資利益 1,627 1,337

その他 6,273 9,559

営業外収益合計 30,564 26,653

営業外費用   

支払利息 4,351 4,581

固定資産除売却損 4,180 4,558

為替差損 3,771 －

その他 2,916 2,517

営業外費用合計 15,218 11,656

経常利益 100,496 93,779

特別利益   

固定資産売却益 2,916 －

貸倒引当金戻入額 288 －

特別利益合計 3,204 －

特別損失   

投資有価証券売却損 20,574 －

減損損失 － 113

投資有価証券評価損 7,692 328

出資金評価損 599 1,026

関係会社整理損 － 2,483

子会社退職給付制度移行時差異 － 994

特別損失合計 28,865 4,944

税金等調整前四半期純利益 74,835 88,835

法人税、住民税及び事業税 21,953 21,182

過年度法人税等 7,241 －

法人税等調整額 △2,588 9,182

法人税等合計 26,606 30,364

少数株主利益 11,130 8,101

四半期純利益 37,099 50,370
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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 74,835 88,835

減価償却費 202,728 174,959

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,074 △2,288

前払年金費用の増減額（△は増加） 2,217 16,418

受取利息及び受取配当金 △22,664 △10,251

支払利息 4,351 4,581

為替差損益（△は益） 7,066 △2,994

持分法による投資損益（△は益） △1,627 △1,337

有形固定資産除売却損益（△は益） 430 3,675

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） 20,575 △9

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 7,701 379

売上債権の増減額（△は増加） 159,470 △142,681

たな卸資産の増減額（△は増加） △11,387 △7,088

仕入債務の増減額（△は減少） △132,957 91,871

その他 △26,996 △8,651

小計 285,816 205,419

利息及び配当金の受取額 23,448 11,251

利息の支払額 △3,515 △4,310

法人税等の支払額 △83,941 △19,342

法人税等の還付額 － 19,753

営業活動によるキャッシュ・フロー 221,808 212,771

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 △250,494 △102,676

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △18,736 △57,221

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による
収入

75,856 18,978

その他 △5,743 △2,715

投資活動によるキャッシュ・フロー △199,117 △143,634

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） 9,226 8,759

コマーシャル・ペーパーの発行による収入 － 49,979

コマーシャル・ペーパーの償還による支出 － △50,000

長期借入れによる収入 20,734 34,111

長期借入金の返済による支出 △4,972 △7,868

社債の発行による収入 － 40,000

社債の償還による支出 － △240

自己株式の取得による支出 △22,557 △14

ストックオプションの行使による収入 294 123

配当金の支払額 △45,329 △20,954

少数株主への配当金の支払額 △4,896 △5,168

その他 120 △154

財務活動によるキャッシュ・フロー △47,380 48,574

現金及び現金同等物に係る換算差額 △28,302 641

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △52,991 118,352

現金及び現金同等物の期首残高 408,675 450,490

現金及び現金同等物の四半期末残高 355,684 568,842
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 該当事項はありません。 

  

  

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）  

  

（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〕

自動車分野
（百万円） 

新事業分野
（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  2,554,036  76,295  2,630,331  －  2,630,331

(2）セグメント間の内部売上高  －  －  －  －  －

計  2,554,036  76,295  2,630,331  －  2,630,331

営業利益又は営業損失（△）  94,572  △9,422  85,150  －  85,150

自動車分野
（百万円） 

新事業分野
（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  2,083,605  34,598  2,118,203  －  2,118,203

(2）セグメント間の内部売上高  －  －  －  －  －

計  2,083,605  34,598  2,118,203  －  2,118,203

営業利益又は営業損失（△）  84,431  △5,649  78,782  －  78,782
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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） 

  

当第３四半期連結累計期間において、総額20,954百万円の剰余金の配当を行っています。 

  

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（百万円） 
北中南米
（百万円）

欧州
（百万円）

豪亜
（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 
 1,399,207  472,027  370,822  388,275  2,630,331  －  2,630,331

(2）セグメント間の内部

売上高 
 416,663  4,618  9,295  34,078  464,654  △464,654  －

計  1,815,870  476,645  380,117  422,353  3,094,985  △464,654  2,630,331

営業利益  2,862  12,873  7,654  56,969  80,358  4,792  85,150

  
日本 

（百万円） 
北中南米
（百万円）

欧州
（百万円）

豪亜
（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 
 1,105,153  374,940  292,821  345,289  2,118,203  －  2,118,203

(2）セグメント間の内部

売上高 
 358,052  3,901  6,656  28,192  396,801  △396,801  －

計  1,463,205  378,841  299,477  373,481  2,515,004  △396,801  2,118,203

営業利益  13,742  10,970  5,683  51,183  81,578  △2,796  78,782

（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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「参考」四半期個別財務諸表  

(1) （要約）四半期貸借対照表  

                                   （単位：百万円） 

  

  

  

（2）（要約）四半期損益計算書 

                                   （単位：百万円） 

  

（注）上記の四半期個別財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第63号）に基づいて作成した四半期財務諸表の一部科目を集約して表示しており、法定開示におけるレビュー

対象ではありません。  

  
 当第３四半期会計期間末   

（平成21年12月31日）  

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

（平成21年3月31日）  

 資産の部      

 流動資産 967,521 726,085

 固定資産 1,597,774 1,612,635

 資産合計 2,565,295 2,338,720

 負債の部    

 流動負債 551,340 490,973

 固定負債  502,554 428,572

 負債合計 1,053,894 919,545

 純資産の部    

 株主資本 1,345,900 1,329,018

 評価・換算差額等 163,000 88,305

 新株予約権 2,501 1,852

 純資産合計 1,511,401 1,419,175

 負債純資産合計 2,565,295 2,338,720

  

前第３四半期累計期間

（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 1,650,023 1,352,224

 売上原価 1,542,149 1,251,522

 売上総利益 107,874 100,702

 販売費及び一般管理費 115,256 89,435

 営業利益又は営業損失（△） △7,382 11,267

 営業外収益 43,645 49,990

 営業外費用 5,528 7,074

 経常利益 30,735 54,183

 特別利益 904 －

 特別損失 30,466 4,187

 税引前四半期純利益 1,173 49,996

 法人税等 1,679 12,272

 四半期純利益又は四半期純損失

（△） 
△506 37,724
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 製品別売上高 

   

６．その他の情報

  
事業の種類別セグメント

の名称 
  

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） 

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）  増減 

（百万円）  

増減率 

（％）  

金額 
（百万円）  

構成比
（％）  

金額
（百万円）  

構成比
（％）  

  

熱機器    659,237  31.1    842,393  32.0  △183,156  △21.7

パワトレイン機器    487,269  23.0  628,812  23.9  △141,543  △22.5

情報安全    366,741  17.3  396,180  15.0  △29,439  △7.4

電気機器    185,914  8.8  246,715  9.4  △60,801  △24.6

電子機器    207,750  9.8  227,879  8.7  △20,129  △8.8

モータ    156,154  7.4  180,792  6.9  △24,638  △13.6

その他    20,540  1.0  31,265  1.2  △10,725  △34.3

 自動車分野計    2,083,605  98.4  2,554,036  97.1  △470,431  △18.4

  

産業機器・ 

生活関連機器 
   28,075  1.3  41,653  1.6  △13,578  △32.6

その他    6,523  0.3  34,642  1.3  △28,119  △81.2

   新事業分野計    34,598  1.6  76,295  2.9  △41,697  △54.7

合計    2,118,203  100.0  2,630,331  100.0  △512,128  △19.5
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