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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 166,567 △18.8 6,857 88.7 6,608 136.2 3,921 ―
21年3月期 205,049 △9.7 3,634 △58.5 2,797 △67.4 45 △99.0

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 264.63 ― 11.2 7.1 4.1
21年3月期 3.09 ― 0.1 2.8 1.8

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  ―百万円

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 95,115 43,667 38.9 2,497.80
21年3月期 90,993 39,117 36.4 2,234.48

（参考） 自己資本   22年3月期  37,014百万円 21年3月期  33,112百万円

営業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 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 13,518 △4,279 △6,331 9,514
21年3月期 6,970 △9,776 4,123 6,555

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 19.00 ― 11.00 30.00 444 970.9 1.2
22年3月期 ― 11.00 ― 19.00 30.00 444 11.3 1.3
23年3月期 

（予想）
― 15.00 ― 15.00 30.00 11.1

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
連結累計期間

87,000 17.3 3,900 365.0 3,800 500.6 2,100 ― 141.71

通期 177,000 6.3 7,800 13.7 7,500 13.5 4,000 2.0 269.93
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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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注） 詳細は、16ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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 14,820,000株 21年3月期 14,820,000株
② 期末自己株式数 22年3月期  1,096株 21年3月期  1,096株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 82,072 △14.3 451 ― 1,957 ― 1,848 ―
21年3月期 95,718 △19.3 △1,814 ― △235 ― △891 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年3月期 124.73 ―
21年3月期 △60.14 ―

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 50,961 23,232 45.6 1,567.79
21年3月期 48,552 21,710 44.7 1,465.06

（参考） 自己資本 22年3月期  23,232百万円 21年3月期  21,710百万円

※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見通し等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に与える不確実な要因
に係る本資料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。なお、上
記業績予想に関する事項は、３ページ「1．経営成績（1）経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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(1)経営成績に関する分析 

（当期の経営成績） 

当連結会計年度における世界経済は、好調な中国経済や各国政府による経済政策の効果等もあり、金融不安以降の

景気後退局面から一部で持ち直しの兆しが見えてきたものの、為替が円高で推移したことによる企業業績への影響の

懸念や雇用不安等の先行き不透明感から個人消費は依然として低迷し、企業を取り巻く環境も厳しい状況で推移いた

しました。  

このような環境のなか、当社グループにおいても、生産量の持ち直しは出てきたものの、前年同期比では中国地域

を除いた全ての地域において顧客よりの受注が減少するなか、生産体質強化施策の継続に加え、全ての地域で徹底し

た費用削減施策を進めてまいりました結果、当連結会計年度の売上高は、1,665億６千７百万円（前年同期比18.8％

減）、営業利益68億５千７百万円（前年同期比88.7％増）、経常利益66億８百万円（前年同期比136.2％増）と減収

ながら増益となりました。また、当期純利益につきましては、上記理由に加え、繰延税金資産の回収可能性が高まっ

たことにより、法人税等調整額が減少し、39億２千１百万円（前年同期は当期純利益４千５百万円）となりました。

  

売上高を事業の種類別に見ますと、自動車部品四輪は1,494億８百万円（前年同期比18.3％減）、自動車部品二輪

は100億９千６百万円（前年同期比29.2％減）、汎用製品組立及び汎用部品は69億８千９百万円（前年同期比11.2％

減）となりました。 

所在地別セグメントにつきましては、日本では、売上高697億２千６百万円（前年同期比21.3％減）と減収となり

ましたが、生産体質強化施策の継続、徹底した費用削減施策が寄与し、営業利益15億９千４百万円（前年同期は営業

損失11億７千３百万円）となりました。 

北米では、売上高500億４百万円（前年同期比24.8％減）、営業利益１億４千５百万円（前年同期は営業損失２千

万円）となりました。景気低迷による自動車販売台数の落ち込みや、中・大型車向け部品構成の減少により減収とな

りましたが、徹底した費用削減施策が寄与し利益計上となりました。 

 アジアでは、売上高152億７千２百万円（前年同期比11.6％減）、営業利益19億５千２百万円（前年同期比2.9％

減）となりました。生産体質強化施策や費用削減施策の効果があったものの、為替影響等により減収減益となりまし

た。 

中国では、売上高244億７千３百万円（前年同期比16.5％増）、営業利益29億３千５百万円（前年同期比13.7％

増）となりました。ホンダ四輪車の好調な販売により増収増益となりました。 

その他の地域では、売上高70億９千万円（前年同期比39.3％減）、営業利益１億５千９百万円（前年同期比

625.6％増）となりました。イギリスでの販売減少により減収となるなか、徹底した費用削減施策の効果や、ブラジ

ルでのユタカ・ド・ブラジル・リミターダの生産本格化による増収効果もあり増益となりました。 

（次期の見通し） 

 次期の見通しにつきましては、金融不安以降の景気後退局面から、一部で持ち直しの兆しがあるものの、各国政府

の経済政策による消費の先取りからくる、政策終了後の消費減少懸念や、為替の円高、原材料価格の高騰の基調もあ

り、依然として厳しい状況が予想されます。 

 こういった環境下において、当社グループの次期の見通しは、日本、北米、中国及びその他地域ではホンダ四輪向

け部品売上が増加し、増収となる見通しであります。 

また、当連結会計年度に実施した費用削減施策効果や生産体質強化施策の継続による効果も見込め、営業利益、経

常利益ともに増加する見通しであります。 

 なお、税金費用の増加により、当期純利益は微増となる見通しであります。 

為替レートにつきましては、１米ドル90円で予測しております。 

次期業績見通しにつきましては、連結ベースで売上高1,770億円、営業利益78億円、経常利益75億円、当期純利益

40億円の予定であります。  

１．経営成績
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(2)財政状態に関する分析 

（資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況に関する分析）  

 当連結会計年度末における総資産は、減価償却による有形固定資産の減少がありましたが、現金及び預金、受取手

形及び売掛金等の流動資産の増加により前連結会計年度末に比べ41億２千１百万円増加し、951億１千５百万円とな

りました。負債は、支払手形及び買掛金等の増加がありましたが、短期借入金、その他流動負債、長期借入金の減少

等により、前連結会計年度末に比べ４億２千７百万円減少し、514億４千８百万円となりました。純資産は、利益剰

余金等の増加により、前連結会計年度末に比べ45億４千９百万円増加し、436億６千７百万円となりました。 

 当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、売上債権の増加及び短期

借入金の純減等がありましたが、税金等調整前当期純利益や仕入債務の増加及び有形固定資産の取得による支出の減

少等により、前連結会計年度末に比べ29億５千８百万円増加し、当連結会計年度末には95億１千４百万円となりまし

た。 

 当連結会計年度における各キャッシュ・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） 

営業活動の結果、得られた資金は135億１千８百万円（前連結会計年度比93.9％増）となりました。これは売上

債権の増加がありましたが、税金等調整前当期純利益及び減価償却費、仕入債務が増加したことによるものであり

ます。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果、支出した資金は42億７千９百万円（前連結会計年度比56.2％減）となりました。これは主に業

容拡大のための新工場建設等の支出が減少したこと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） 

財務活動の結果、支出した資金は63億３千１百万円（前連結会計年度は資金の獲得41億２千３百万円）となりま

した。これは主に短期借入金の純減及び長期借入金の返済による支出の増加によるものであります。 

（キャッシュ・フロー関連指標の推移） 

 （注）１．各指標は、次の算式によっております。 

      自己資本比率：自己資本／総資本 

      時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

      キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

      インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

    ２．各指標は、いずれも連結ベースの財務諸表により計算しています。 

    ３．営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使

用しております。また、有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払ってい

る全ての負債を対象としております。 

  

(3)利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 株主の皆様への利益還元を経営の重要課題の一つとして認識し、企業体質の一層の強化及び今後の事業展開に備え

るための内部留保の充実などを勘案し、安定的な配当の継続を業績に応じて行うことを基本方針としております。 

 当期の期末配当につきましては、１株当たり19円を予定しており、中間配当金を含めた当期の１株当たりの配当金

は30円となる予定であります。 

 次期の配当につきましては、次期の業績予想等を勘案し、中間、期末ともに１株当たり15円とし、年間で30円とさ

せていただく予定であります。 

 内部留保資金につきましては、企業体質の強化に向けた取組みに充当するとともに業績の向上に努め、財務体質の

強化を図ってまいる所存であります。  

  
平成18年 
３月期 

平成19年 
３月期 

平成20年 
３月期 

平成21年 
３月期 

平成22年 
３月期 

自己資本比率（％）  39.9  38.5  35.0  36.4  38.9

時価ベースの自己資本比率（％）  83.3  52.9  30.3  10.7  37.4

キャッシュ・フロー対有利子負債比率

（年） 
 2.5  1.8  2.3  4.1  1.7

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  22.9  54.8  20.8  11.7  23.9
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(4)事業等のリスク 

① 市場環境の変化 

 当社グループは、日本、北米、欧州及びアジアを含む世界各国で事業を展開しておりますので、これら市場の経

済低迷が当社グループの業績に悪影響を与える可能性があります。更には、当社グループの売上は90％以上が本田

技研工業株式会社グループに依存していますので、その販売状況の変化が当社グループの業績に大きく影響する可

能性があります。 

② 為替変動 

 当社グループは、複数の国々にある海外拠点間で四輪車、二輪車他の部品を輸出入しています。為替レートの変

動は、当社グループの経営成績及び財政状態、また、競争力にも影響し、長期的に当社グループの業績に影響しま

す。さらに、為替変動は、外貨建で当社グループが販売する部品または製品の価格設定および購入する原材料の価

格に影響します。特に日本からの売上は、米ドルに対して円高になると当社グループの業績に悪影響を与える可能

性があります。 

③ 二輪車及び四輪車業界に係る環境並びにその他の規制 

 排気ガス排出レベル、燃費、騒音、安全性及び製造工場からの汚染物質排出レベルに関して、二輪車および四輪

車業界は、広範に規制されています。これらの規制は、改正される可能性があり、多くの場合、規制は強化され、

当社グループはこれに対して製品開発の対応が必要となります。これらの規制の動向は、当社グループの事業活動

に対して大きな影響を及ぼす可能性があります。 

④ 品質に関する影響 

 当社グループは、 先端技術を用いた新製品を早期に市場に投入するとともに、品質保証体制の確立及び品質向

上に努めています。しかしながら、製造工程等で生じた品質不具合の発生は、当社グループの業績に影響を及ぼす

可能性があります。 

⑤ 知的財産の保護 

 当社グループは、長年にわたり、自社が製造する製品に関連する多数の特許を保有、もしくはその権利を取得し

ています。これらの特許は、当社グループのこれまでの事業の成長にとって重要だったものであり、その重要性は

今後も変わりません。当社グループは、単一の特許または関連する複数の特許に依存しているとは考えていません

が、このような知的財産が広範囲にわたって保護出来ないこと、あるいは広範囲にわたり当社グループの知的財産

権が違法に侵害されることによって当社グループの事業活動に影響を及ぼす可能性があります。 

⑥ 特定の原材料および部品の外部事業者への依存 

 当社グループは、多数の外部の取引先から原材料及び部品を購入していますが、一部の取引先に依存しているも

のもあります。効率的に、かつ安いコストで供給を受け続けられるかどうかは、当社グループがコントロール出来

ないものも含めて、多くの要因に影響を受けます。とりわけ、主要な取引先を失うことは、当社グループの生産に

影響を与え、コストを増加させる可能性があります。 

⑦ 世界各国での事業展開 

 当社グループは、世界各国において事業を展開しており、いくつかの国においては、各国の法律上及びその他の

要件により合弁で事業を行っています。これらの世界各国における事業は、各国の法律上の規制などさまざまな要

件に従って行っており、これらに変化があった場合は当社グループの事業、財政状態及び経営成績に悪影響を与え

る可能性があります。また、合弁先の経営方針、経営環境などの変化があった場合も、同様の影響を受ける可能性

があります。 

⑧ 災害・戦争・テロ・ストライキ等の影響 

 当社グループは、世界各国において事業を展開しており、それらの事業は自然災害、疾病、戦争、テロ、ストラ

イキ等に影響されやすく、これらの事象が発生した地域においては、原材料や部品の購入、生産及び物流などに遅

延や停止が生じる可能性があります。これらの遅延や停止が起こり、それが長引くようであれば、当社グループの

事業、財政状態及び経営成績に悪影響を与える可能性があります。 
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（注）※１．連結子会社（18社） 

※２．ユタカ・マニュファクチャリング（フィリピンズ）インコーポレーテッドの土地保有会社 

２．企業集団の状況
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※３．ユーワイエス・リミテッドの持株会社 

 ４．上記系統図中に記載の「四輪」、「二輪」、「汎用」及び「その他」は、次のとおり事業の種類別セグメン

トを示しております。 

   四輪＝自動車部品四輪         二輪＝自動車部品二輪 

     汎用＝汎用製品組立及び汎用部品    その他＝その他 
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(1)会社の経営の基本方針 

 当社は、基本理念の「人間尊重」に基づき、「わたしたちは、世界的な視野に立ち、豊かな創造力で、常にお客様

に満足して頂ける魅力ある商品を供給することに全力を尽くす」という社是を実践することにより、社会に貢献して

まいります。 

(2)目標とする経営指標 

 当社グループは、売上の拡大と適正な利益を確保すべく事業を行っておりますので、売上高利益率をその重要な経

営指標と位置付けております。 

(3)中長期的な会社の経営戦略 

 当社グループ（当社及び当社の連結子会社）は、平成20年４月よりスタートした第10次中期事業計画（平成23年３

月期迄）において、グローバルでの存在価値を高めるべく、競合を戦い抜き、自ら発展と成長を続けて行くために、

「仕事の質を高める」「存在感を高める」の２つを軸として施策を実行し、「世界の各地域において他社をリードす

る競争優位性を持つ」ことと「今迄に培った開発、生産基盤を 大限に活かし世界各地でお客様に貢献する」ことに

より、「真のグローバルサプライヤー」へ向け、展開、推進しております。 

 また、第10次中期以降更に企業価値を高めるべく、現在、第11次中期事業計画を立案しております。  

(4)会社の対処すべき課題 

 今後の経済状況は、金融不安以降の景気後退局面から、一部で持ち直しの兆しが見えてきたものの、依然として厳

しい状況が続くと予想されます。また、為替の円高、原材料の高騰の基調もあり、自動車部品業界においても、経営

環境は厳しい状況となっております。 

 このようななか、当社グループは、グローバルでの存在価値を高めるべく、更なる競争力を高め、自ら発展と成長

を続けて行くために「仕事の質を高める」「存在感を高める」の２つを軸に「お客様満足度の向上」「拠点機能と連

携の強化」「いきいき人・職場づくり」「主幹製品事業の確実な成長」「次世代製品の育成と外販改革」の５つの戦

略テーマを策定、展開し、第10次中期計画の完遂に向け推進しております。 

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
(1) 連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,297 11,187

受取手形及び売掛金 ※3  14,045 ※3  22,278

有価証券 100 －

製品 2,300 2,489

仕掛品 2,586 1,872

原材料及び貯蔵品 9,293 8,832

繰延税金資産 662 832

その他 3,264 2,169

流動資産合計 39,550 49,661

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 23,161 23,246

減価償却累計額 △9,286 △10,260

建物及び構築物（純額） 13,874 12,986

機械装置及び運搬具 62,899 65,301

減価償却累計額 △40,543 △45,516

機械装置及び運搬具（純額） 22,356 19,785

工具、器具及び備品 18,314 18,966

減価償却累計額 △16,658 △17,513

工具、器具及び備品（純額） 1,655 1,453

土地 ※1  6,375 ※1  6,821

リース資産 55 102

減価償却累計額 △5 △31

リース資産（純額） 49 70

建設仮勘定 4,075 1,079

有形固定資産合計 48,388 42,197

無形固定資産 287 423

投資その他の資産   

投資有価証券 97 101

長期貸付金 25 16

長期前払費用 552 613

繰延税金資産 297 211

その他 1,819 1,916

貸倒引当金 △25 △25

投資その他の資産合計 2,767 2,833

固定資産合計 51,442 45,453

資産合計 90,993 95,115
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,662 20,866

短期借入金 ※3  14,813 ※3  9,041

リース債務 15 31

未払法人税等 222 1,412

賞与引当金 1,220 1,243

役員賞与引当金 18 －

製品保証引当金 83 40

その他 6,004 3,474

流動負債合計 36,040 36,110

固定負債   

長期借入金 ※3  13,695 ※3  13,395

リース債務 38 55

繰延税金負債 445 424

退職給付引当金 905 893

役員退職慰労引当金 293 228

負ののれん 435 326

その他 22 13

固定負債合計 15,834 15,337

負債合計 51,875 51,448

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,754 1,754

資本剰余金 565 565

利益剰余金 36,581 40,176

自己株式 △1 △1

株主資本合計 38,900 42,495

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3 △2

為替換算調整勘定 △5,784 △5,478

評価・換算差額等合計 △5,787 △5,481

少数株主持分 6,005 6,652

純資産合計 39,117 43,667

負債純資産合計 90,993 95,115
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(2) 連結損益計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 205,049 166,567

売上原価 187,552 148,305

売上総利益 17,497 18,261

販売費及び一般管理費 ※1,2  13,862 ※1,2  11,403

営業利益 3,634 6,857

営業外収益   

受取利息 132 60

負ののれん償却額 108 108

保険返戻金 － 49

受取賃貸料 6 6

その他 254 198

営業外収益合計 503 424

営業外費用   

支払利息 628 560

為替差損 512 29

その他 198 83

営業外費用合計 1,340 674

経常利益 2,797 6,608

特別利益   

固定資産売却益 ※3  42 ※3  36

国庫補助金 49 49

投資有価証券売却益 123 －

特別利益合計 215 86

特別損失   

固定資産廃棄損 ※4  115 ※4  77

固定資産売却損 ※5  10 ※5  0

固定資産圧縮損 49 49

特別退職金 308 62

その他 12 －

特別損失合計 495 191

税金等調整前当期純利益 2,517 6,503

法人税、住民税及び事業税 813 1,596

法人税等調整額 750 △73

法人税等合計 1,564 1,522

少数株主利益 908 1,059

当期純利益 45 3,921
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(3) 連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,754 1,754

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,754 1,754

資本剰余金   

前期末残高 547 565

当期変動額   

自己株式の処分 18 －

当期変動額合計 18 －

当期末残高 565 565

利益剰余金   

前期末残高 37,095 36,581

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △27 －

当期変動額   

剰余金の配当 △531 △326

当期純利益 45 3,921

当期変動額合計 △486 3,595

当期末残高 36,581 40,176

自己株式   

前期末残高 △13 △1

当期変動額   

自己株式の処分 12 －

当期変動額合計 12 －

当期末残高 △1 △1

株主資本合計   

前期末残高 39,383 38,900

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △27 －

当期変動額   

剰余金の配当 △531 △326

当期純利益 45 3,921

自己株式の処分 30 －

当期変動額合計 △455 3,595

当期末残高 38,900 42,495
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 51 △3

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △55 0

当期変動額合計 △55 0

当期末残高 △3 △2

為替換算調整勘定   

前期末残高 △1,472 △5,784

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,311 305

当期変動額合計 △4,311 305

当期末残高 △5,784 △5,478

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △1,420 △5,787

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,367 306

当期変動額合計 △4,367 306

当期末残高 △5,787 △5,481

少数株主持分   

前期末残高 6,032 6,005

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △27 647

当期変動額合計 △27 647

当期末残高 6,005 6,652

純資産合計   

前期末残高 43,995 39,117

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △27 －

当期変動額   

剰余金の配当 △531 △326

当期純利益 45 3,921

自己株式の処分 30 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,394 954

当期変動額合計 △4,850 4,549

当期末残高 39,117 43,667
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(4) 連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 2,517 6,503

減価償却費 8,866 8,334

のれん償却額 100 －

負ののれん償却額 △108 △108

貸倒引当金の増減額（△は減少） △12 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 22 22

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △16 △18

製品保証引当金の増減額（△は減少） △886 △42

退職給付引当金の増減額（△は減少） 143 △19

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △146 △64

受取利息及び受取配当金 △144 △61

支払利息 628 560

保険返戻金 － △49

固定資産廃棄損 115 77

固定資産売却損益（△は益） △31 △35

国庫補助金等収入 △49 △49

投資有価証券売却損益（△は益） △123 －

固定資産圧縮損 49 49

特別退職金 308 62

売上債権の増減額（△は増加） 11,233 △8,189

たな卸資産の増減額（△は増加） △117 939

仕入債務の増減額（△は減少） △11,842 7,285

その他 △64 △659

小計 10,440 14,537

利息及び配当金の受取額 144 61

利息の支払額 △594 △566

特別退職金の支払額 △121 △215

保険金積立金の返戻による受取額 － 49

法人税等の支払額 △2,897 －

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） － △347

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,970 13,518
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

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 △1,871 △2,304

定期預金の払戻による収入 1,934 1,374

有価証券の取得による支出 △100 －

有価証券の償還による収入 － 100

有形固定資産の取得による支出 △10,325 △3,722

有形固定資産の売却による収入 211 375

無形固定資産の取得による支出 － △163

投資有価証券の取得による支出 △20 －

投資有価証券の売却による収入 294 －

国庫補助金等による収入 49 49

貸付けによる支出 △46 △1

貸付金の回収による収入 96 12

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,776 △4,279

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） 2,354 △5,940

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △6 △22

長期借入れによる収入 4,694 4,357

長期借入金の返済による支出 △2,161 △4,092

自己株式の売却による収入 100 －

配当金の支払額 △531 △326

少数株主への配当金の支払額 △326 △308

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,123 △6,331

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,174 51

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 144 2,958

現金及び現金同等物の期首残高 6,411 6,555

現金及び現金同等物の期末残高 ※  6,555 ※  9,514
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 該当事項はありません。  

  

  

継続企業の前提に関する注記

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1)連結子会社の数  18社 

 連結子会社名は、「２．企業集団の状

況」に記載しております。 

(1)連結子会社の数  18社 

同左 

２．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社のうち、ピー・ティー・ユタ

カ・マニファクチャリング・インドネシ

ア、重慶金豊機械有限公司、ユタカ・ド・

ブラジル・リミターダ、ワイエス・テック

（タイランド）カンパニー・リミテッド、

佛山市豊富汽配有限公司、佛山優達佳汽配

有限公司及び武漢金豊汽配有限公司の決算

日は、12月31日であります。 

 連結財務諸表の作成に当たっては、同決

算日現在の財務諸表を使用しております

が、連結決算日との間に発生した重要な取

引については、連結上必要な調整を行って

おります。 

同左 

３．会計処理基準に関する事

項 

    

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 

(イ）有価証券 

その他有価証券 

(イ）有価証券 

その他有価証券 

  時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により

算定）によっております。 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

 移動平均法による原価法によってお

ります。 

時価のないもの 

同左 

  (ロ）たな卸資産 

通常の販売目的で保有するたな卸資産

 主として、総平均法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法により算定）に

よっております。ただし、在外連結子

会社については、主として先入先出法

による低価法によっております。 

（会計方針の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、当連結

会計年度より、「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日公表分）を適用して

おります。 

 これにより、営業利益、経常利益及

び税金等調整前当期純利益は、それぞ

れ41百万円減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載しております。 

(ロ）たな卸資産 

通常の販売目的で保有するたな卸資産

 主として、総平均法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法により算定）に

よっております。ただし、在外連結子

会社については、主として先入先出法

による低価法によっております。 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

(イ）有形固定資産（リース資産を除く） 

 当社及び国内連結子会社は定率法、在

外連結子会社は所在地国の会計基準に基

づく定率法又は定額法によっておりま

す。 

(イ）有形固定資産（リース資産を除く） 

 当社及び国内連結子会社は定率法、在

外連結子会社は所在地国の会計基準に基

づく定率法又は定額法によっておりま

す。 

  （追加情報） 

 当社及び国内連結子会社の機械装置

につきましては、当連結会計年度より

耐用年数の短縮を行っております。こ

の変更は、法人税法の改正を契機とし

て、今後更なる生産体質強化のための

新規投資を予定していると共に設備の

更新サイクルが早まっていることから

耐用年数の見直しを行った結果、設備

の経済的耐用年数が短くなっているこ

とを反映したことによるものです。 

 これにより、営業利益は583百万

円、経常利益及び税金等調整前当期純

利益は592百万円それぞれ減少してお

ります。 

 なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載しております。 

  

  (ロ）無形固定資産（リース資産を除く） 

 定額法によっております。 

 なお、ソフトウェア（自社利用分）に

ついては、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法によっておりま

す。 

(ロ）無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  (ハ）リース資産 

所有権移転外ファイナンスリース取引

に係るリース資産  

 リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法を採用しておりま

す。 

 なお、所有権移転外ファイナンス・

リース取引のうち、リース取引開始日

が平成20年３月31日以前のリース取引

については、通常の賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理によっておりま

す。 

(ハ）リース資産 

同左 

(3）重要な引当金の計上基

準 

(イ）貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しております。 

(イ）貸倒引当金 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

  (ロ）賞与引当金 

 当社及び国内連結子会社は、従業員に

対して支給する賞与に備えるため、翌連

結会計年度支払予定額のうち、当連結会

計年度に属する支給対象期間に見合う金

額を計上しております。 

(ロ）賞与引当金 

 当社及び国内連結子会社は、従業員に

対して支給する賞与に備えるため、翌連

結会計年度支払予定額のうち、当連結会

計年度に属する支給対象期間に見合う金

額を計上しております。 

  （追加情報） 

 当社は、給与規則を変更し、当連結

会計年度より、５月１日から10月31日

まで及び11月１日から４月30日までの

支給対象期間を４月１日から９月30日

まで及び10月１日から３月31日までに

変更いたしました。これにより、営業

利益、経常利益及び税金等調整前当期

純利益は、それぞれ144百万円減少し

ております。  

 なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載しております。 

  

  (ハ）役員賞与引当金 

役員賞与の支出に備えるため、当連結

会計年度における支給見込額に基づき計

上しております。 

(ハ）役員賞与引当金 

同左 

  (ニ）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき、当連結会計

年度末において発生していると認められ

る額を計上しております。 

 なお、会計基準変更時差異について

は、15年による按分額を費用処理してお

ります。 

 過去勤務債務については、その発生時

の従業員の平均残存勤務年数による按分

額を費用処理しております。 

 数理計算上の差異については、各連結

会計年度の発生時における従業員の平均

残存勤務年数による按分額をそれぞれ発

生の翌連結会計年度から費用処理してお

ります。 

(ニ）退職給付引当金 

同左  

    （会計方針の変更） 

 当連結会計年度より、「退職給付に

係る会計基準」の一部改正（その３）

（企業会計基準第１９号 平成２０年

７月３１日）を適用しております。 

 なお、本会計基準の適用による営業

利益、経常利益及び税金等調整前当期

純利益に与える影響はありません。 

 また、当連結会計年度末において退

職給付債務の差額は発生しておりませ

ん。 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

  (ホ）役員退職慰労引当金 

 役員に対する退職慰労金の支払に備え

るため、内規に基づく当連結会計年度末

要支給額を計上しております。 

(ホ）役員退職慰労引当金 

同左 

  (ヘ）製品保証引当金 

 販売した製品に係るクレーム費用の発

生に備えるため、当該費用の発生額を個

別に見積もって計上しております。 

(ヘ）製品保証引当金 

同左 

(4）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項 

 消費税等の会計処理は、税抜方式によっ

ております。 

同左 

４．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 全面時価評価法によっております。 同左 

５．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

 のれん及び負ののれんの償却について

は、５年で均等償却することとしておりま

す。ただし、金額が僅少な場合は、発生し

た連結会計年度の損益として処理しており

ます。 

同左 

６．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負わない取得日か

ら３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投

資からなっております。 

同左 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

  (リース取引に関する会計基準） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、当連結会計年度より、「リース取引に関

する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17

日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改

正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日

本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30

日改正））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じ

た会計処理によっております。 

 これによる、営業利益、経常利益及び税金等調整前当

期純利益に与える影響はありません。  

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権

移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

────── 

 (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） 

 当連結会計年度より、「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、連結決算上

必要な修正を行っております。 

 これにより、営業利益は10百万円、経常利益及び税金

等調整前当期純利益は、それぞれ６百万円減少しており

ます。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記

載しております。  

────── 
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成22年３月31日） 

※１．有形固定資産の取得価額から直接控除した国庫補助

金等による圧縮記帳額 

  

土地 99百万円 

※１．有形固定資産の取得価額から直接控除した国庫補助

金等による圧縮記帳額 

  

土地 148百万円 

 ２．偶発債務  ２．偶発債務 

(1）保証債務 (1）保証債務 

被保証者 保証金額 
（百万円） 被保証債務の内容

従業員  68

「ホンダ住宅共済
会」会員である当社
の従業員の銀行借入
について本田技研工
業株式会社の保証に
基づく求償権の履行
に対する債務 

計  68 － 

被保証者
保証金額 
（百万円） 被保証債務の内容

従業員  60

「ホンダ住宅共済
会」会員である当社
の従業員の銀行借入
について本田技研工
業株式会社の保証に
基づく求償権の履行
に対する債務 

計  60 － 

※３．担保に供している資産 

   カーディントン・ユタカ・テクノロジーズ・インコ

ーポレーテッドの米国オハイオ州の研究開発促進融資

制度を利用した借入金（短期借入金15百万円、長期借

入金112百万円）に対して同社の売掛金（3,148百万

円）を譲渡担保に供しております。 

※３．担保に供している資産 

   カーディントン・ユタカ・テクノロジーズ・インコ

ーポレーテッドの米国オハイオ州の研究開発促進融資

制度を利用した借入金（短期借入金 百万円、長期借

入金 百万円）に対して同社の売掛金（ 百万

円）を譲渡担保に供しております。 

14

92 5,015
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費用及び金額は

次のとおりであります。 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費用及び金額は

次のとおりであります。 

運送費 2,349百万円 

研究開発費 2,752百万円 

従業員給与賞与手当 3,370百万円 

賞与引当金繰入額 167百万円 

役員賞与引当金繰入額 18百万円 

退職給付費用 220百万円 

役員退職慰労引当金繰入額 77百万円 

のれん償却額 100百万円 

運送費 1,900百万円 

研究開発費 2,201百万円 

従業員給与賞与手当 2,825百万円 

賞与引当金繰入額 176百万円 

退職給付費用 201百万円 

役員退職慰労引当金繰入額 23百万円 

のれん償却額 39百万円 

※２．研究開発費の総額 2,752百万円 ※２．研究開発費の総額 2,201百万円 

※３．固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。 ※３．固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。

機械装置及び運搬具 30百万円 

工具、器具及び備品 11百万円 

計 42百万円 

機械装置及び運搬具 26百万円 

工具、器具及び備品 9百万円 

計 36百万円 

※４．固定資産廃棄損の内訳は、次のとおりであります。 ※４．固定資産廃棄損の内訳は、次のとおりであります。

建物及び構築物 6百万円 

機械装置及び運搬具 63百万円 

工具、器具及び備品 10百万円 

建設仮勘定 34百万円 

計 115百万円 

建物及び構築物 0百万円 

機械装置及び運搬具 53百万円 

工具、器具及び備品 5百万円 

建設仮勘定 18百万円 

計 77百万円 

※５．固定資産売却損の内訳は、次のとおりであります。 ※５．固定資産売却損の内訳は、次のとおりであります。

機械装置及び運搬具 10百万円 

工具、器具及び備品 0百万円 

計 10百万円 

機械装置及び運搬具 0百万円 

－22－

（株）ユタカ技研　（7229）　平成22年３月期　決算短信



前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注） 普通株式の自己株式の株式数の減少29,400株は、新日工業株式会社の所有する当社株式を処分したことによる

減少であります。 

  

２．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末 
株式数（株） 

当連結会計年度 
増加株式数（株） 

当連結会計年度 
減少株式数 （株） 

当連結会計年度末 
株式数（株） 

発行済株式 

普通株式  14,820,000  －  －  14,820,000

合計  14,820,000  －  －  14,820,000

自己株式 

普通株式（注）  30,496  －  29,400  1,096

合計  30,496  －  29,400  1,096

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり 
配当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成20年６月20日 

定時株主総会 
普通株式  251  17 平成20年３月31日  平成20年６月23日 

平成20年10月28日 

取締役会 
普通株式  281  19 平成20年９月30日  平成20年12月８日 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり 
配当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成21年６月26日 

定時株主総会 
普通株式  163 利益剰余金  11 平成21年３月31日 平成21年６月29日
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当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  

２．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

次のとおり、決議を予定しております。  

  

  

  
前連結会計年度末 
株式数（株） 

当連結会計年度 
増加株式数（株） 

当連結会計年度 
減少株式数 （株） 

当連結会計年度末 
株式数（株） 

発行済株式 

普通株式  14,820,000  －  －  14,820,000

合計  14,820,000  －  －  14,820,000

自己株式 

普通株式（注）  1,096  －  －  1,096

合計  1,096  －  －  1,096

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり 
配当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成21年６月26日 

定時株主総会 
普通株式  163  11 平成21年３月31日  平成21年６月29日 

平成21年10月29日 

取締役会 
普通株式  163  11 平成21年９月30日  平成21年12月７日 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり 
配当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成22年６月25日 

定時株主総会 
普通株式  281 利益剰余金  19 平成22年３月31日 平成22年６月28日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

(平成21年３月31日現在)

現金及び預金 7,297百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △741百万円

現金及び現金同等物 6,555百万円

(平成22年３月31日現在)

現金及び預金 11,187百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △1,672百万円

現金及び現金同等物 9,514百万円
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前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 （注）１．事業区分の方法 

当社グループの事業区分は、売上高集計区分及び販売先の使用目的を勘案して区分しております。 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
自動車部品 

四輪 
（百万円） 

自動車部品 
二輪 

（百万円） 

汎用製品組立
及び汎用部品
（百万円） 

その他
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益               

売上高               

(1）外部顧客に対する売上高  182,785  14,255  7,873  135  205,049  －  205,049

(2）セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 －  －  －  2,283  2,283 (2,283)  －

計  182,785  14,255  7,873  2,419  207,333 (2,283)  205,049

営業費用  179,859  13,564  7,951  2,276  203,652 (2,237)  201,415

営業利益又は営業損失（△）  2,925  690  △78  142  3,680 (46)  3,634

Ⅱ 資産、減価償却費 

及び資本的支出 
              

資産  74,096  6,560  1,808  648  83,114  7,878  90,993

減価償却費  8,290  649  95  －  9,035 (168)  8,866

資本的支出  9,723  659  69  －  10,452 (126)  10,325

  
自動車部品 

四輪 
（百万円） 

自動車部品 
二輪 

（百万円） 

汎用製品組立
及び汎用部品
（百万円） 

その他
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益               

売上高               

(1）外部顧客に対する売上高  149,408  10,096  6,989  71  166,567  －  166,567

(2）セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 －  －  －  955  955 (955)  －

計  149,408  10,096  6,989  1,027  167,522 (955)  166,567

営業費用  143,335  9,404  7,003  989  160,732 (1,023)  159,709

営業利益又は営業損失（△）  6,072  692  △13  37  6,789 68  6,857

Ⅱ 資産、減価償却費 

及び資本的支出 
              

資産  85,782  7,204  2,219  477  95,685  △570  95,115

減価償却費  7,839  570  88  －  8,499 (164)  8,334

資本的支出  3,378  352  30  －  3,762 (40)  3,722
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２．各事業区分の主要製品 

３．資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は前連結会計年度252百万円、当連結会計年度226百

万円であり、その主なものは、当社の余資運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び

管理部門に係る資産等であります。 

４．会計処理方法の変更 

（前連結会計年度） 

（1） 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、当

連結会計年度より、「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

公表分）を適用しております。これにより、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が、自動車

部品四輪事業で36百万円、自動車部品二輪事業で５百万円、汎用製品組立及び汎用部品事業で０百万

円それぞれ減少しております。 

（2） 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載のとおり、当連結会計年度より、

「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。これにより、従来の方法によった場合に比べて、営業利益

が、自動車部品四輪事業で３百万円、自動車部品二輪事業で７百万円それぞれ減少しております。 

５．追加情報 

（前連結会計年度） 

（1） 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項に記載のとおり、当社及び国内連結子会社につい

て、法人税法の改正を契機とし、当連結会計年度より、機械装置の耐用年数を変更しております。こ

れにより、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が、自動車部品四輪事業で523百万円、自動車

部品二輪事業で17百万円、汎用製品組立及び汎用部品事業で42百万円それぞれ減少しております。 

（2） 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項に記載のとおり、当社は、給与規則を変更し、当

連結会計年度より、賞与の支給対象期間を変更いたしました。これにより、従来の方法によった場合

に比べて、営業利益が、自動車部品四輪事業で125百万円、自動車部品二輪事業で４百万円、汎用製品

及び汎用部品事業で11百万円、その他事業で３百万円それぞれ減少しております。 

  

事業区分 主要製品 

自動車部品四輪 

排気系部品 
エキゾースト・マニホールド、エキゾースト・パイプ、排

気触媒コンバータ、サイレンサー（マフラー） 

駆動系部品 
オートマチック・トランスミッション・トルクコンバー

タ、デュアルマス・フライホイール 

その他 オイルパン、ドアビーム、ロアーアーム 

自動車部品二輪 
ブレーキディスク、フロントフェンダー、ブレーキペダル、サイレンサー

（マフラー）、ハンドルパイプ、ＡＴＶ用部品 

汎用製品組立及び汎用部品 船外機塗装、超小型４ストロークエンジン、フューエルタンク 

その他 機械、金型・治具、他 
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前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

  

 （注）１．国または地域は地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する国または地域は次のとおりであります。 

（1）北米……………米国 

（2）アジア…………フィリピン国、インドネシア国、タイ国、インド国 

（3）中国……………中国  

（4）その他の地域…英国、ブラジル国 

  

３．資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は前連結会計年度252百万円、当連結会計年度226百

万円であり、その主なものは、当社の余資運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び

管理部門に係る資産等であります。 

ｂ．所在地別セグメント情報

  
日本 

（百万円） 
北米 

（百万円） 
アジア

（百万円） 
中国

（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） 

Ⅰ 売上高及び営業損益                 

(1）外部顧客に対する売

上高 
 88,543  66,535 17,275 21,007 11,688  205,049  － 205,049

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 15,289  30 1,280 261 412  17,275 (17,275) －

計  103,832  66,566 18,555 21,269 12,101  222,325 (17,275) 205,049

営業費用  105,006  66,586 16,543 18,685 12,079  218,902 (17,487) 201,415

営業利益又は営

業損失（△）  
   △1,173    △20  2,011 2,583 21  3,423  211 3,634

Ⅱ 資産  56,691  22,798 5,381 11,515 4,115  100,502 (9,508) 90,993

  
日本 

（百万円） 
北米 

（百万円） 
アジア

（百万円） 
中国

（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） 

Ⅰ 売上高及び営業損益                 

(1）外部顧客に対する売

上高 
 69,726  50,004 15,272 24,473 7,090  166,567  － 166,567

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 14,316  66 1,108 151 230  15,873 (15,873) －

計  84,043  50,071 16,380 24,624 7,320  182,440 (15,873) 166,567

営業費用  82,448  49,925 14,427 21,688 7,161  175,652 (15,943) 159,709

営業利益    1,594    145 1,952 2,935 159  6,787  70 6,857

Ⅱ 資産  58,650  22,688 6,458 12,790 5,066  105,654 (10,539) 95,115
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４．会計処理方法の変更 

（前連結会計年度） 

（1） 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、当

連結会計年度より、「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

公表分）を適用しております。これにより、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が、日本で

41百万円減少しております。 

（2） 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載のとおり、当連結会計年度より、

「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。これにより、従来の方法によった場合に比べて、営業利益

が、アジアで６百万円、中国で３百万円それぞれ減少しております。 

５．追加情報 

（前連結会計年度） 

（1） 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項に記載のとおり、当社及び国内連結子会社につい

て、法人税法の改正を契機とし、当連結会計年度より、機械装置の耐用年数を変更しております。こ

れにより、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が、日本で583百万円減少しております。 

（2） 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項に記載のとおり、当社は、給与規則を変更し、当

連結会計年度より、賞与の支給対象期間を変更いたしました。これにより、従来の方法によった場合

に比べて、営業利益が、日本で144百万円減少しております。 

  

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

   

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

  

 （注）１．国または地域は地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する国または地域は次のとおりであります。 

（1）北米……………米国、カナダ国 

（2）アジア…………フィリピン国、インドネシア国、タイ国、インド国他 

（3）中国……………中国  

（4）その他の地域…英国、ブラジル国他 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

ｃ．海外売上高

  北米 アジア 中国 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  66,659  17,113  20,977  11,745  116,496

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  －  205,049

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合

（％） 
 32.5  8.4  10.2  5.7  56.8

  北米 アジア 中国 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  50,075  15,360  24,511  7,124  97,071

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  －  166,567

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合

（％） 
 30.1  9.2  14.7  4.3  58.3
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 （注） １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

該当事項はありません。 

  

リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オ

プション等、企業結合等、賃貸等不動産に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと

考えられるため開示を省略します。 

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額 2,234円48銭

１株当たり当期純利益 3円09銭

１株当たり純資産額 円 銭2,497 80

１株当たり当期純利益 円 銭264 63

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 

  
前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当期純利益（百万円）  45  3,921

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（百万円）  45  3,921

普通株式の期中平均株式数（株）  14,806,725  14,818,904

（重要な後発事象）

（開示の省略）
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５．個別財務諸表 
(1) 貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 870 275

受取手形 14 16

売掛金 8,249 12,120

製品 843 999

仕掛品 771 1,038

原材料及び貯蔵品 999 1,041

前渡金 220 375

前払費用 11 20

繰延税金資産 477 677

未収入金 759 1,423

未収消費税等 263 107

その他 491 165

流動資産合計 13,971 18,261

固定資産   

有形固定資産   

建物 8,787 8,794

減価償却累計額 △4,649 △5,015

建物（純額） 4,137 3,779

構築物 976 976

減価償却累計額 △577 △636

構築物（純額） 399 339

機械及び装置 23,326 23,820

減価償却累計額 △16,266 △18,017

機械及び装置（純額） 7,059 5,802

車両運搬具 167 163

減価償却累計額 △136 △142

車両運搬具（純額） 30 20

工具、器具及び備品 13,069 13,597

減価償却累計額 △12,082 △12,816

工具、器具及び備品（純額） 987 781

土地 4,013 4,405

リース資産 14 53

減価償却累計額 △2 △17

リース資産（純額） 12 36

建設仮勘定 1,163 247

有形固定資産合計 17,804 15,413

無形固定資産   

ソフトウエア 111 294

リース資産 2 13

電話加入権 5 5

電気通信施設利用権 0 0

無形固定資産合計 119 313
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 1 1

関係会社株式 11,206 11,430

関係会社出資金 3,845 3,845

長期前払費用 2 2

前払年金費用 1,509 1,600

その他 109 110

貸倒引当金 △18 △18

投資その他の資産合計 16,657 16,973

固定資産合計 34,581 32,699

資産合計 48,552 50,961

負債の部   

流動負債   

支払手形 553 359

買掛金 7,705 11,860

短期借入金 3,890 2,050

1年内返済予定の長期借入金 3,129 2,988

リース債務 5 18

未払金 853 154

未払費用 761 905

未払法人税等 － 21

預り金 44 45

賞与引当金 947 979

役員賞与引当金 18 －

製品保証引当金 83 40

設備関係支払手形 128 10

流動負債合計 18,121 19,433

固定負債   

長期借入金 7,772 7,283

リース債務 10 33

繰延税金負債 173 222

退職給付引当金 570 627

役員退職慰労引当金 194 126

固定負債合計 8,720 8,294

負債合計 26,841 27,728
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,754 1,754

資本剰余金   

資本準備金 547 547

資本剰余金合計 547 547

利益剰余金   

利益準備金 151 151

その他利益剰余金   

特別償却積立金 － －

圧縮記帳積立金 － －

別途積立金 19,360 17,360

繰越利益剰余金 △101 3,420

利益剰余金合計 19,410 20,932

自己株式 △1 △1

株主資本合計 21,710 23,232

純資産合計 21,710 23,232

負債純資産合計 48,552 50,961
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(2) 損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 95,718 82,072

売上原価   

製品期首たな卸高 1,463 843

当期製品製造原価 89,482 75,750

合計 90,946 76,593

製品期末たな卸高 843 999

製品売上原価 90,103 75,594

売上総利益 5,615 6,478

販売費及び一般管理費 7,429 6,026

営業利益又は営業損失（△） △1,814 451

営業外収益   

受取利息 1 1

受取配当金 1,822 1,669

受取賃貸料 6 6

為替差益 － 15

雑収入 40 51

営業外収益合計 1,870 1,743

営業外費用   

支払利息 184 202

為替差損 58 －

減価償却費 30 34

雑損失 18 0

営業外費用合計 291 237

経常利益又は経常損失（△） △235 1,957

特別利益   

固定資産売却益 16 1

国庫補助金 49 49

特別利益合計 66 50

特別損失   

固定資産廃棄損 95 65

固定資産圧縮損 49 49

特別退職金 10 －

固定資産売却損 － 0

特別損失合計 155 114

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △324 1,893

法人税、住民税及び事業税 103 195

法人税等調整額 463 △150

法人税等合計 566 44

当期純利益又は当期純損失（△） △891 1,848

－33－

（株）ユタカ技研　（7229）　平成22年３月期　決算短信



(3) 株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,754 1,754

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,754 1,754

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 547 547

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 547 547

資本剰余金合計   

前期末残高 547 547

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 547 547

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 151 151

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 151 151

その他利益剰余金   

特別償却積立金   

前期末残高 0 －

当期変動額   

特別償却積立金の取崩 △0 －

当期変動額合計 △0 －

当期末残高 － －

圧縮記帳積立金   

前期末残高 0 －

当期変動額   

圧縮記帳積立金の取崩 △0 －

当期変動額合計 △0 －

当期末残高 － －

別途積立金   

前期末残高 18,360 19,360

当期変動額   

別途積立金の積立 1,000 △2,000

当期変動額合計 1,000 △2,000

当期末残高 19,360 17,360
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

繰越利益剰余金   

前期末残高 2,322 △101

当期変動額   

特別償却積立金の取崩 0 －

圧縮記帳積立金の取崩 0 －

別途積立金の積立 △1,000 2,000

剰余金の配当 △533 △326

当期純利益又は当期純損失（△） △891 1,848

当期変動額合計 △2,424 3,522

当期末残高 △101 3,420

利益剰余金合計   

前期末残高 20,834 19,410

当期変動額   

特別償却積立金の取崩 － －

圧縮記帳積立金の取崩 － －

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △533 △326

当期純利益又は当期純損失（△） △891 1,848

当期変動額合計 △1,424 1,522

当期末残高 19,410 20,932

自己株式   

前期末残高 △1 △1

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 △1 △1

株主資本合計   

前期末残高 23,135 21,710

当期変動額   

剰余金の配当 △533 △326

当期純利益又は当期純損失（△） △891 1,848

当期変動額合計 △1,424 1,522

当期末残高 21,710 23,232

純資産合計   

前期末残高 23,135 21,710

当期変動額   

剰余金の配当 △533 △326

当期純利益又は当期純損失（△） △891 1,848

当期変動額合計 △1,424 1,522

当期末残高 21,710 23,232
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 該当事項はありません。  

  

(1）役員の異動 

① その他の役員の異動 

・昇任取締役候補 

② 就任予定日  

平成22年６月25日  

  

継続企業の前提に関する注記

６．その他

常務取締役 

欧州担当 ＵＹＳ社長 
山下 哲司 （現 取締役 欧州担当 ＵＹＳ社長） 

常務取締役 

アジア・南米担当 経営企画担当  
日朝 道清 （現 取締役 アジア・南米担当 経営企画担当）
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