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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 207,657 △23.5 △2,370 ― △616 ― △8,593 ―
21年3月期 271,510 △4.2 2,409 △82.4 △1,137 ― △11,609 ―

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 △113.11 ― △11.8 △0.4 △1.1
21年3月期 △152.82 ― △13.2 △0.6 0.9

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  234百万円 21年3月期  71百万円

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 167,247 85,054 42.2 929.52
21年3月期 162,562 87,228 46.0 984.38

（参考） 自己資本   22年3月期  70,613百万円 21年3月期  74,781百万円

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 15,047 △8,846 1,193 12,449
21年3月期 △2,399 △29,151 11,887 5,206

2.  配当の状況 

（注）当社は定款において第2四半期末日及び期末日を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。 

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 ― 14.00 ― 7.00 21.00 1,595 ― 1.8
22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
23年3月期 

（予想） ― ― ― ― ― ―

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

110,000 17.4 1,400 ― 1,500 ― △1,500 ― △19.75

通期 220,000 5.9 4,000 ― 4,200 ― △1,100 ― △14.48
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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） 

(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 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 76,020,019株 21年3月期 76,020,019株
② 期末自己株式数 22年3月期  52,260株 21年3月期  51,853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 104,972 △22.5 △5,001 ― △3,039 ― △8,544 ―
21年3月期 135,421 △7.9 △4,058 ― △3,020 ― △11,195 ―

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 △112.47 ―
21年3月期 △147.37 ―

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 101,576 52,058 51.3 685.27
21年3月期 106,053 59,605 56.2 784.61

（参考） 自己資本 22年3月期  52,058百万円 21年3月期  59,605百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
1.業績予想については、現時点で入手可能な情報に基づき当社の経営者が判断した予想であり、リスクや不確実性を含んでいます。実際の業績は、様々
な重要な要素により、これらの業績予想とは大きく異なる結果となり得ることを、ご承知おきください。実際の業績に影響を与え得る重要な要素には、当社
の事業領域をとりまく経済情勢、市場の動向、対ドル、対ユーロをはじめとする円の為替レートなどが含まれます。業績予想の前提となる仮定については、
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。 
2.平成23年3月期の配当予想につきましては、現時点での経済環境等を鑑み、未定とさせていただきます。開示が可能になった時点で、速やかに開示する
予定です。 
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１．経 営 成 績 

 

（１） 経営成績に関する分析 

 

１） 当期の概況 

当期における経済情勢は、一昨年秋より引き続く実態経済の悪化により深刻な状況が続き

ましたが、景気は、各国の景気刺激策の効果により、米国では、緩やかに持ち直し、欧州で

は下げ止まり、日本では着実に持ち直してきております。また、アジアにおいては、中国で

は内需を中心に拡大し、インドでは内需を中心に回復し、その他のアジア地域においても、

中国に牽引され、回復しつつあります。 

自動車業界におきましては、中国をはじめ、一部の地域では市場が好調に推移し、生産、

販売ともに増加しました。一方、北米、欧州、日本では、新車買換え支援策等の効果はあっ

たものの、前年に対しては、生産、販売ともに減少しました。この結果、世界全体では、生

産は減少、販売は前年並みとなりました。 

こうした情勢のもと、当社グループは、業務の効率化、徹底した費用削減の諸施策等を継 

  続展開してまいりました。また、将来の事業規模、対他競争力の拡大などを見据え、生き残 

  りを賭け、確固たる企業基盤の確立と収益体質の強化のため、 適な生産体制の構築に向け、 

  内外作の見直し、生産ラインの集約・移管、フレキシブル化対応等の施策を全社一丸となっ 

  て取り組んでまいりました。 

この結果、売上高につきましては、中国をはじめ、一部の地域では、四輪車用部品の     

販売が増加したものの、全体としては、世界的な景気の後退による自動車需要の減少に   

よる減産や為替換算の影響等により、2,076 億５千７百万円と前期に比べ 23.5％の減収とな

りました。   

利益につきましては、業務の効率化や費用削減等の諸施策による改善はあったものの、    

主に減産の影響により、営業損失は 23億７千万円（前期は営業利益 24億９百万円）、経常損

失は、６億１千６百万円（前期は経常損失 11億 3千 7百万円）、また、関係会社整理損失引

当金繰入額及び減損損失等を特別損失に計上したこと等により、当期純損失は 85億９千３百

万円（前期は当期純損失 116 億９百万円）となりました。 

 

 

２） 当期の事業の種類別セグメントの業績 

 

① 自動車用部品 

     一部の地域における四輪車用部品の販売が増加したものの、総じて市場の低迷による減 

産の影響を受け、四輪車用部品、二輪車用部品の販売がともに減少し、減収となりました。 

      この結果、自動車用部品事業の売上高は、1,958 億９千５百万円（前期比 24.5％減）と

なり、営業損失は、30億２千１百万円（前期は営業利益 15億１千万円）となりました。 

 

②その他 

      その他の事業の売上高は、117 億６千２百万円（前期比 1.0％減）となり、営業利益は、

６億５千万円（前期比 27.7％減）となりました。 

 

所在地別セグメントの業績は、次のとおりです。 

 

（日本） 

    日本においては、四輪車用部品は、エコカー減税・買換え支援策等による一部車種の増産 

   効果はあったものの、市場の低迷による得意先の減産の影響を受け、四輪車用部品、二輪車
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用部品の販売がともに減少し、減収となりました。 

    この結果、売上高は 1,146 億４千８百万円（前期比 19.4％減）となり、営業損失は、 

36 億３千８百万円（前期は営業損失 36億２千７百万円）となりました。 

   

  (北米) 

    北米におきましては、市場の低迷による得意先の減産の影響を受け、米国では、四輪車用

部品、二輪車用部品の販売がともに減少し減収となり、また、カナダでは、四輪車用部品の

販売が減少し、減収となりました。 

    この結果、売上高は、443 億５千２百万円（前期比 36.8％減）となり、営業損失は、24億

円３千９百万円（前期は営業損失 23億７千１百万円）となりました。 

 

  （欧州） 

    欧州市場の低迷による得意先の減産の影響を受け、スペインでは、二輪車用ショックアブ 

ソーバの販売、また、イギリスでは、四輪車用部品の販売が減少し、減収となりました。 

    この結果、売上高は 79億３百万円（前期比 60.9％減）となり、営業損失は、10億１百万

円（前期は営業利益３億４千２百万円）となりました。 

     

既に対外発表させて頂いておりますが、厳しい欧州二輪車市場環境が続いている中で、  

当社スペイン子会社ショーワ・ヨーロッパ・ソシエダド・アノニマにおいて財務体質が悪化

したこと、また、今後市場の回復が見込めないことから、事業活動を継続していくことが  

困難な状況となったため、３月 10日開催の同社株主総会において解散を決議しております。 

 

  （東南アジア） 

    インドネシア、タイでは、市場の回復の兆しはあるものの、得意先の減産の影響を受け、

四輪車用部品、二輪車用ショックアブソーバの販売がともに減少し、減収となりました。 

    この結果、売上高は 264 億８千万円（前期比 25.0％減）となり、営業利益は、40億１千８

百万円（前期比 19.6％減）となりました。 

 

 （南米）  

    ブラジルでは、市場の低迷による得意先の減産の影響を受け、二輪車用ショックアブ 

ソーバの販売が減少し、減収となりました。 

    この結果、売上高は、168 億５千万円（前期比 39.2％減）となり、営業損失は、８億６千

４百万円（前期は営業利益 16億４千６百万円）となりました。 

 

 （その他の地域） 

    中国では、市場が好調に推移し、四輪車用部品の販売が増加し、増収となりました。    

インドでは、パワーステアリングの販売の増加により、増収となりました。 

    この結果、売上高は、283 億９千９百万円（前期比 17.3％増）となり、営業利益は、16億

５千９百万円（前期比 93.5％増）となりました。 

 

 

３） 次期の見通し  

  次期の見通しとしましては、各国の景気刺激策の効果により、米国、日本では、緩やかな

持ち直し傾向が続き、欧州では持ち直しに向かうと見込まれます。また、アジアにおいては、

中国では拡大傾向、インド及びその他のアジア地域では、回復傾向が続くと見込まれますが、

物価の上昇や先進国向けの輸出の低迷が続くことにより、本格的な回復が遅れることも懸念

されております。 

自動車業界につきましては、米国、欧州、日本では、自動車買換え支援策により需要を先
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取りした販売の反動による影響が予測できない状況にあり、先行きは不透明な状況にありま

すが、中国、インド及び東南アジアにおいては、需要の増加が見込まれ、世界全体の需要は、

前年を上回る見通しです。 
当社グループの事業展開としましては、依然厳しい環境下におかれているとの認識のもと、

「ダウンサイジング」「フレキシブル化」「体質改善」をキーワードに、 適な生産体制の構

築のための諸施策を完遂し、財務体質、生産体質の強化を図ってまいります。 

 

 次期（平成 22年４月１日から平成 23年３月 31 日まで）の業績は、業務の効率化や費用削

減等の諸施策及び移管・集約による改善効果、前提為替レートの変化などを踏まえて、以下

の通り予想しています。 

    

連 結 売 上 高 2,200 億円  前期比 5.9％増 

連結営業利益 40 億円  前期比 - 

連結経常利益 42 億円  前期比 - 

連結当期純利益 △11億円  前期比 - 

 
なお、為替レートは、通期平均で、1米ドル＝90円、1ユーロ＝125 円を前提としています。
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（２）財政状態に関する分析 
 

１）資産、負債、純資産の状況 

 当期末の連結総資産は、1,672 億４千７百万円と、前期末に比べ、46億８千５百万円増加 

しました。各項目の主な要因は次のとおりです。 

 

（流動資産） 

    当期末の流動資産は、819 億３千６百万円と、前期末に比べ、52 億９千４百万円増加   

しました。これは主に受取手形及び売掛金の増加によるものです。 

 

（固定資産） 

      当期末の固定資産は、853 億 1 千万円と、前期末に比べ、６億 9 百万円減少しました。   

これは主に有形固定資産の減少によるものです。 

 

（流動負債） 

     当期末の流動負債は、605 億５千万円と、前期末に比べ、30 億５千８百万円増加     

しました。これは主に短期借入金等の減少はあったものの、支払手形及び買掛金の増加及

び当社スペイン子会社の解散決議にあたり関係会社整理損失引当金を計上したことによる

ものです。 

 

（固定負債） 

     当期末の固定負債は、216 億４千２百万円と、前期末に比べ、38 億１百万円増加しま   

した。これは主に長期借入金及び退職給付引当金の増加によるものです。 

 

（純資産） 

     当期末の純資産は、850 億５千４百万円と、前期末に比べ、21 億７千４百万円減少しま

した。これは主に為替換算調整勘定が増加したものの、利益剰余金の減少によるものです。 

 

２）キャッシュ・フローの状況 

  当期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

はあったものの、有形固定資産の取得による支出の減少などにより、72億４千２百万円増加

し、当期末の資金残高は、124 億４千９百万円となりました。当期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す。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動により得られた資金は、150 億４千７百万円であり、前期に比べ、174 億４千６百

万円増加しました。これは主に、売上債権が増加となったものの、たな卸資産の減少及び仕

入債務が増加したことによるものです。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動により使用した資金は、88億４千６百万円であり、前期に比べ 203 億５百万 

円減少しました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が減少したことによるもの   

です。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動により得られた資金は、11億９千３百万円であり、前期に比べ 106 億９千４百万 

円減少しました。これは主に長期借入れによる収入の減少及び短期借入金の純増減額が減少

したことによるものです。 
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３）キャッシュ・フロー関連指標 

 前々期 前期 当期 

自 己 資 本 比 率 53.8％ 46.0％ 42.2％ 

時価ベースの自己資本比率 35.8％ 16.3％ 33.8％ 

債 務 償 還 年 数 0.7 年 －   1.8 年 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 60.1   － 18.4 

（注） 1. 連結ベースの財務諸表によっています。 

2. キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを使用し、有利子負債は連結貸借対照表に 

計上されている利子を支払っている全ての負債を対象としています。 

 

 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

    当社は、グローバルな事業展開を通じて企業価値を向上させ、株主の皆様をはじめ、社会

から信頼され、期待され続けることのできる企業を目指しております。 

当社の利益配分に関する基本方針は、今後の事業展開と連結業績を考慮しながら、長期的

視点に立って株主の皆様へ利益還元を図ることとしています。内部留保資金につきましては、

今後の商品開発や海外施策展開、生産体質の改善を目的とした施策展開などの資金需要に備

え、収益の向上と財務体質の強化に努めます。 

当期の配当金につきましては、現在の事業環境及び業績等を勘案のうえ、慎重に検討いた 
しました結果、見送らせていただく予定です。 
なお、次期の配当金につきましては、中間、期末ともに、現時点では未定とさせていただ

き、今後の中・長期的な経済環境及び事業環境を見据え、業績、資金需要や財務体質の健全

化等を総合的に勘案のうえ決定次第、速やかにお知らせさせていただきます。 

 

 
（４）事業等のリスク 

    当社グループの経営成績、財務状況等に影響を及ぼす可能性のある主なリスクとして、  

①自動車市場の需要変動、②特定の主要得意先の需要変動、③為替レートの変動、④原材料

市況の変動、⑤品質不良等の発生、⑥財務制限条項、⑦法規制の強化及び新設、⑧災害・戦

争・テロ・ストライキ等の発生などがあります。なお、当該リスクは、当期末現在の判断に

よるもので、全てを網羅するものではありません。 
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２．企業集団の状況

　当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社、子会社16社及び関連会社3社で構成
され、主に自動車用部品の製造販売等の事業を行っています。
　また、その他の関係会社1社（本田技研工業㈱：輸送用機械器具の製造販売）とは継続的
で緊密な事業上の関係にあります。
　主要な関係会社と事業の内容を系統図で示すと次のとおりです。

○㈱九州ショーワ
○㈱ショーワ精工

○ｱﾒﾘｶﾝ･ｼｮｰﾜ･ｲﾝｺｰﾎﾟﾚｲﾃｯﾄﾞ
○ｼｮｰﾜ･ｶﾅﾀﾞ･ｲﾝｺｰﾎﾟﾚｲﾃｯﾄﾞ

○ｼｮｰﾜ･ﾖｰﾛｯﾊﾟ･ｿｼｴﾀﾞﾄﾞ･ｱﾉﾆﾏ
○ﾆｯｼﾝ･ｼｮｰﾜ･ﾕｰ･ｹｰ･ﾘﾐﾃｯﾄﾞ

○ﾋﾟｰ･ﾃｨｰ･ｼｮｰﾜ･ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ･ﾏﾆﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞ
○ｻﾐｯﾄ･ｼｮｰﾜ･ﾏﾆﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ･ﾘﾐﾃｯﾄﾞ
○ｼｮｰﾜ･ｵｰﾄﾊﾟｰﾂ(ﾀｲﾗﾝﾄﾞ)･ｶﾝﾊﾟﾆｰ･ﾘﾐﾃｯﾄﾞ

○ｼｮｰﾜ･ﾄﾞ･ﾌﾞﾗｼﾞﾙ・ﾘﾐﾀｰﾀﾞ
○ｼｮｰﾜ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱ･ｴ･ｺﾒﾙｼｵ･ﾘﾐﾀｰﾀﾞ

○広州昭和汽車零部件有限公司
○上海昭和汽車配件有限公司
○ｼｮｰﾜ･ｲﾝﾃﾞｨｱ･ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ･ﾘﾐﾃｯﾄﾞ
☆開発工業股　有限公司
☆ﾑﾝｼﾞｬﾙ･ｼｮｰﾜ･ﾘﾐﾃｯﾄﾞ
☆成都寧江昭和汽車零部件有限公司

○㈱ホンダカーズ埼玉北

（注）1.　　　：原材料及び部品の供給
　　　2.　　　：製品の供給・販売　　　　　
　　　3.　　　：自動車の販売等　　　　　
　　　4.　○　：連結子会社
　　　5.　☆　：持分法適用会社
　　　6.　上記のほか、非連結（持分法非適用）子会社として、ショーワ・リージョナル・

　　センター(タイランド)・カンパニー・リミテッドがあります。

＜日本＞

（事業系統図）

＜日本＞

＜北米＞

＜南米＞

＜欧州＞

＜東南アジア＞

＜その他の地域＞

自
　
動
　
車
　
用
　
部
　
品

国
内
・
海
外
得
意
先
（
本
田
技
研
工
業
㈱
　
他
）

そ
の
他

份

当
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
社

外
部

顧
客
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事業の種類別

ｾｸﾞﾒﾝ ﾄの名称

(連結子会社)

ピー・ティー・ショーワ・ インドネシア 百万ルピア 四輪車用・二輪車 当社より自動車用部品及
インドネシア・マニファク ジャカルタ 13,901 用部品の製造販売 び自動車用部品の製造設
チャリング 備を仕入れています。

アメリカン・ショーワ・ アメリカ 百万米ドル 自動車用部品四輪車用・二輪車 当社より北米向製品及び
インコーポレイテッド オハイオ州 85 その他 用部品の製造販売 自動車用部品並びに自動

並びにその他の販 車用部品の製造設備を仕
売 入れています。

ショーワ・ヨーロッパ・ソ スペイン 百万ユーロ 二輪車用部品の製 当社より自動車用部品及

シエダド・アノニマ バルセロナ 8 造販売 び自動車用部品の製造設
備を仕入れています。

ショーワ・ド・ブラジル･ 百万レアル 二輪車用部品の製 当社より自動車用部品及
リミターダ 47 造販売 び自動車用部品の製造設

備を仕入れています。

熊本県 百万円 四輪車用・二輪車 当社が自動車用部品を仕
宇城市 50 用部品の製造販売 入れています。

サミット・ショーワ・マニ タイ 百万バーツ 四輪車用・二輪車 当社より自動車用部品及
ファクチャリング・カンパ チョンブリ 160 用部品の製造販売 び自動車用部品の製造設
ニー・リミテッド 備を仕入れています。

ショーワ・カナダ・インコ カナダ　　　 百万ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ 四輪車用部品の製 当社より自動車用部品及
ーポレイテッド オンタリオ州 8 造販売 び自動車用部品の製造設

備を仕入れています。

ショーワ・インダストリア・ブラジル 百万レアル 四輪車用部品の製 当社より自動車用部品及
エ・コメルシオ・リミターダサンパウロ 2 造販売並びに二輪 び自動車用部品の製造設

車用部品の販売 備を仕入れています。

神奈川県 百万円 四輪車用部品の製 当社が自動車用部品を仕
秦野市 20 造販売 入れています。

広州昭和汽車零部件有限公 中国 百万人民元 四輪車用・二輪車 当社より自動車用部品及
司 広州 252 用部品の製造販売 び自動車用部品の製造設

備を仕入れています。

ニッシン・ショーワ・ユー・イギリス 百万ポンド 四輪車用部品の製 当社より自動車用部品及
ケー・リミテッド ウェールズ 7 造販売 び自動車用部品の製造設

備を仕入れています。

中国 百万人民元 四輪車用部品の製 当社が自動車用部品を仕
上海 92 造販売 入れ、当社より自動車用

部品の製造設備を仕入れ
ています。

ショーワ・インディア・プ インド 百万ルピー 四輪車用部品の製 当社より自動車用部品及
ライベート・リミテッド ハリアナ州 392 造販売 び自動車用部品の製造設

備を仕入れています。

ショーワ・オートパーツ タイ 百万バーツ 四輪車用部品の製 当社より自動車用部品及
（タイランド）・カンパニ チョンブリ 400 造販売 び自動車用部品の製造設
ー・リミテッド 備を仕入れています。

埼玉県 百万円

熊谷市 30

(持分法適用関連会社)

台湾 百万台湾元 四輪車用・二輪車 当社より自動車用部品及
高雄 476 用部品の製造販売 び自動車用部品の製造設

備を仕入れています。

ムンジャル・ショーワ・ インド 百万ルピー 四輪車用・二輪車 当社より自動車用部品及
リミテッド ハリアナ州 79 用部品の製造販売 び自動車用部品の製造設

備を仕入れています。

成都寧江昭和汽車零部件有 中国 百万人民元 四輪車用・二輪車 当社より自動車用部品及
限公司 成都 78 用部品の製造販売 び自動車用部品の製造設

備を仕入れています。

(その他の関係会社)

東京都　　　 百万円 輸送用機械器具及 当社製品を販売していま
港区 86,067 び原動機、農機具 す。

その他一般機械器
具の製造及び販売

（注）1.　特定子会社に該当しています。
　　　2.　有価証券報告書を提出しています。

(注)1.

自動車用部品 100.0 有り

なし

有り なし なし

有り なし

㈱ショーワ精工 100.0 有り なし自動車用部品

開発工業股　有限公司

有り

自動車用部品

有り

自動車用部品 26.9 有り なし

自動車用部品 76.0

有り なし

自動車用部品

自動車用部品

自動車用部品 (注)1.

有り

なし64.3

（関係会社の状況）

名　　　　称
主要な事業内容

資  本  金
又は出資金

資金
援助

役員の
兼任等

議決権の所有
(又は被所有)

割 合 (%)
設備の
賃貸借

摘要所在地
主要な事業の内容

自動車用部品

関　係　内　容

営業上の取引

100.0

55.0 有り自動車用部品 なし

(注)1.

なし

有り 有り

有り有り

なし

(注)1.

自動車用部品 なし 有り

なし

なし70.0 有り

91.4

(注)1.

自動車用部品上海昭和汽車配件有限公司

㈱九州ショーワ

自動車用部品 100.0 有り なし なし

自動車用部品

ブラジル
マナウス

なし

100.0

自動車用部品

自動車用部品

なし

100.0 有り 有り

53.0

100.0 有り

なし

有り

有り

62.5

なし

なし

有り

なし

本田技研工業(株) (33.5) 有り なし自動車用部品 なし

なし

なし

(注)2.

なし

50.0 有り なし

なし26.0

㈱ホンダカーズ埼玉北 その他 100.0 有り自動車の販売等 なし なし自動車の販売等。

份
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３．経 営 方 針 

 
（１）会社の経営の基本方針 
  当社は、「私たちは、世界のお客様から信頼されるグローバル企業を目指し、たゆまぬ改革  
 をつづけ、 高の技術と品質で優れた商品を提供し、ユーザーニーズに応える。」を社是として、

商品を通してマーケットのお客様に満足いただくことを第一義とするとともに、常に未来を指

向し、絶えず経営と技術を革新し続けることに努めます。また、企業としての社会的責任を果

たすための活動にも積極的に取組み、提供する商品と調和のとれた企業活動を通じて社会の信

頼を得ることを目指します。 
   こうした事業活動を世界的規模でグループとして展開することにより、社業を発展させ、株

主、顧客、従業員をはじめとする関係者の皆様から存在を期待され、そして地域、社会に貢献

できる企業になることを基本方針としています。 
 
（２）目標とする経営指標 
   当社は、経営戦略策定において、経営資源を柔軟かつ効率的に活用することに努めており、   
  ＲＯＥ、ＲＯＡ等の指標を参考としつつ、長期的、継続的な会社の発展、企業価値向上を目指   
  しています。経営戦略に基づき策定した売上、利益などの業績予想につきましては、目標とす 
  べき重要な経営指標と認識して、これらをグループ間で共有化するとともに各拠点の責任を明 
  確にしつつ、目標達成のためにグループ一丸となって拡販活動、業務改善活動などの諸施策を 
  積極的に展開しています。 
   
（３）中長期的な会社の経営戦略 
     当社グループは、平成 20年 4月から平成 23年 3月までの中期経営計画を策定し、その基本

方針を『世界に誇れる「品質」と「技術」の実現を目指し、人が育つ「現場」を再構築し将来

につながる企業基盤を確立する。』と定めました。そして、この中期経営計画を実現するため、

次の５つの基本戦略をもとにした諸施策を推進していきます。 

 
１） 生産基盤の再構築 

 当社グループでは、お客様のご要望に応えられるよう世界規模での 適な生産体制、拠点

間の相互補完体制を整備すべく、生産基盤の再構築を図ります。これにより、お客様のニーズ

に柔軟にお応えしつつ、グループとしての総合力を活かした効率的な生産体制の確立を目指

します。 
 
２） 世界に誇れるグローバル品質の実現 
  機能部品メーカーである当社グループの存続は、製品の品質とそれに裏付けされたお客様  
 からの信頼があって成立ちます。世界のお客様からの信頼の維持、向上を目指し、開発の初  
 期段階や材料の選定など生産の源流にまで遡った徹底した品質改善活動や、世界各拠点の   
 地域性にも対応したグローバルな品質管理手法の徹底した定着化を推進します。 

  
３）世界をリードする技術力の強化 

    当社製品群の機能強化に向けた基礎研究の拡充、製造部門との協創、製品仕様が完成車に

及ぼすシミュレーション技術の向上により、革新的な新機構の開発を目指します。また、併

せて、開発プロセスや生産ラインの革新に寄与する技術力の強化を目指します。 
   
 

４）業界トップクラスの企業価値向上 
  ムリ、ムラ、ムダを徹底排除した効率的な生産体制の整備など、製造業者としての基本を    
 大切にした着実な改善から、技術革新による抜本的な効率化にいたるまで、事業収益体質の   
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 向上に向けた諸施策を積極展開していきます。また、そのような収益体質の改善や製品供給    
 面の責任のみならず、グローバルにコーポレートガバナンス体制の強化を推進するなど、企 
 業として期待される社会的な責任を積極的に全うすることにより、企業価値の業界トップク 
 ラスへの向上を目指します。 

 
  ５）人が育つ企業風土づくり 
    競争力ある製品を安定的に生産するにあたっては、生産に従事する人はもちろんのこと、 
   部品や製品の品質管理、製品や生産設備の開発など、多種多様な役割を持った人のチーム  
   ワークが重要となることから、企業基盤は「人」であるという原点を再認識し、マネジ     
   メント体制、教育体制をはじめとした人に関連する諸制度の見直しを行い、人が育つ企業   
   風土づくりを推進します。 
 
（４）会社の対処すべき課題 

当社グループは、景気が回復基調で推移するなか、日本、北米、南米、欧州、アジア諸国等

の主要市場における自動車需要の動向をはじめとして、為替や原油、原材料価格等の変動、そ

して新たな法規制や税制の導入など、リスクや不確実性の中で事業を展開しています。 
こうした状況のもと、世界のお客様のニーズに柔軟にお応えしつつ、品質やコストをはじめ 

  とした製品競争力の増強が不可欠となっています。品質、技術、生産支援等、多方面において 
世界の各拠点に対する日本のマザ―機能の強化を推進するなどの諸施策を推進し、グループと 
しての総合力の増強、経営基盤の強化に取り組んでまいります。 
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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 14,705 14,651

受取手形及び売掛金 27,404 32,342

商品及び製品 3,986 5,079

仕掛品 4,545 4,096

原材料及び貯蔵品 18,272 16,424

繰延税金資産 321 430

その他 7,550 9,061

貸倒引当金 △144 △150

流動資産合計 76,642 81,936

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 14,233 18,002

機械装置及び運搬具（純額） 38,478 38,380

工具、器具及び備品（純額） 2,389 1,940

土地 7,160 10,004

リース資産（純額） 83 104

建設仮勘定 11,674 2,137

有形固定資産合計 74,020 70,570

無形固定資産 904 775

投資その他の資産   

投資有価証券 8,336 11,088

長期貸付金 154 166

繰延税金資産 136 183

その他 2,379 2,540

貸倒引当金 △12 △15

投資その他の資産合計 10,995 13,964

固定資産合計 85,919 85,310

資産合計 162,562 167,247
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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 21,184 26,495

短期借入金 18,960 15,085

未払金及び未払費用 10,654 8,793

リース債務 24 33

未払法人税等 499 1,216

製品保証引当金 1,343 1,253

賞与引当金 2,389 2,456

役員賞与引当金 65 47

関係会社整理損失引当金 － 2,776

その他 2,371 2,393

流動負債合計 57,492 60,550

固定負債   

長期借入金 10,376 12,436

リース債務 65 85

繰延税金負債 2,497 3,115

製品保証引当金 832 902

退職給付引当金 3,634 4,655

役員退職慰労引当金 391 405

その他 43 41

固定負債合計 17,841 21,642

負債合計 75,334 82,193

純資産の部   

株主資本   

資本金 12,698 12,698

資本剰余金 13,455 13,455

利益剰余金 58,908 49,784

自己株式 △52 △52

株主資本合計 85,010 75,885

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,978 4,494

繰延ヘッジ損益 △43 △16

為替換算調整勘定 △13,163 △9,750

評価・換算差額等合計 △10,229 △5,272

少数株主持分 12,446 14,440

純資産合計 87,228 85,054

負債純資産合計 162,562 167,247
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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 271,510 207,657

売上原価 241,935 187,816

売上総利益 29,574 19,841

販売費及び一般管理費 27,164 22,212

営業利益又は営業損失（△） 2,409 △2,370

営業外収益   

受取利息 685 424

受取配当金 281 165

持分法による投資利益 71 234

為替差益 － 993

補助金収入 － 454

その他 290 439

営業外収益合計 1,329 2,712

営業外費用   

支払利息 581 876

為替差損 4,046 －

その他 249 81

営業外費用合計 4,876 958

経常損失（△） △1,137 △616

特別利益   

固定資産売却益 48 8

特別利益合計 48 8

特別損失   

たな卸資産評価損 64 －

固定資産売却損 72 39

固定資産廃棄損 319 347

減損損失 645 1,809

製品保証引当金繰入額 404 358

関係会社整理損失引当金繰入額 － 2,776

特別損失合計 1,505 5,331

税金等調整前当期純損失（△） △2,594 △5,939

法人税、住民税及び事業税 2,317 2,699

法人税等還付税額 － △1,089

法人税等調整額 4,493 △433

法人税等合計 6,810 1,176

少数株主利益 2,204 1,477

当期純損失（△） △11,609 △8,593
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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 12,698 12,698

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 12,698 12,698

資本剰余金   

前期末残高 13,558 13,455

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △102 －

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 13,455 13,455

利益剰余金   

前期末残高 70,784 58,908

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 652 －

当期変動額   

剰余金の配当 △2,127 △531

当期純損失（△） △11,609 △8,593

連結範囲の変動 1,208 －

当期変動額合計 △12,528 △9,124

当期末残高 58,908 49,784

自己株式   

前期末残高 △51 △52

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △52 △52

株主資本合計   

前期末残高 96,989 85,010

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 549 －

当期変動額   

剰余金の配当 △2,127 △531

当期純損失（△） △11,609 △8,593

自己株式の取得 △0 △0

連結範囲の変動 1,208 －

当期変動額合計 △12,528 △9,125

当期末残高 85,010 75,885
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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 4,069 2,978

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,091 1,516

当期変動額合計 △1,091 1,516

当期末残高 2,978 4,494

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 14 △43

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △58 27

当期変動額合計 △58 27

当期末残高 △43 △16

為替換算調整勘定   

前期末残高 38 △13,163

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △13,202 3,413

当期変動額合計 △13,202 3,413

当期末残高 △13,163 △9,750

評価・換算差額等合計   

前期末残高 4,122 △10,229

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △14,351 4,957

当期変動額合計 △14,351 4,957

当期末残高 △10,229 △5,272

少数株主持分   

前期末残高 16,015 12,446

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,568 1,993

当期変動額合計 △3,568 1,993

当期末残高 12,446 14,440
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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) 

純資産合計   

前期末残高 117,127 87,228

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 549 －

当期変動額   

剰余金の配当 △2,127 △531

当期純損失（△） △11,609 △8,593

自己株式の取得 △0 △0

連結範囲の変動 1,208 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △17,920 6,951

当期変動額合計 △30,449 △2,174

当期末残高 87,228 85,054
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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損失（△） △2,594 △5,939

減価償却費 10,508 11,239

減損損失 645 1,809

貸倒引当金の増減額（△は減少） 65 4

製品保証引当金の増減額（△は減少） 349 △44

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △21 △17

退職給付引当金の増減額（△は減少） 302 988

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） － 2,776

受取利息及び受取配当金 △966 △590

支払利息 581 876

為替差損益（△は益） 601 △165

持分法による投資損益（△は益） △71 △234

補助金収入 － △454

有形固定資産除売却損益（△は益） 343 378

売上債権の増減額（△は増加） 12,329 △3,607

たな卸資産の増減額（△は増加） △8,687 3,140

仕入債務の増減額（△は減少） △10,803 4,738

その他 △2,705 1,368

小計 △124 16,268

利息及び配当金の受取額 999 801

利息の支払額 △566 △816

補助金の受取額 － 498

法人税等の支払額 △2,707 △2,185

法人税等の還付額 － 480

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,399 15,047

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 △1,796 △1,397

定期預金の払戻による収入 1,530 2,347

有形固定資産の取得による支出 △28,641 △9,776

有形固定資産の売却による収入 209 98

投資有価証券の取得による支出 △6 △87

その他 △447 △31

投資活動によるキャッシュ・フロー △29,151 △8,846
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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) 

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） 2,523 △2,745

長期借入れによる収入 12,069 7,048

長期借入金の返済による支出 － △1,389

少数株主からの払込みによる収入 265 －

配当金の支払額 △2,128 △534

少数株主への配当金の支払額 △824 △1,161

その他 △18 △24

財務活動によるキャッシュ・フロー 11,887 1,193

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,083 △151

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △17,580 7,242

現金及び現金同等物の期首残高 21,436 5,206

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 1,351 －

現金及び現金同等物の期末残高 5,206 12,449
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（５）継続企業の前提に関する注記
　　　　
該当事項はありません。

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  最近の有価証券報告書（平成21年6月23日提出）における記載から重要な変更がないため開示を
省略しています。

（７）連結財務諸表に関する注記事項

（連結貸借対照表関係）
　 前連結会計年度 　当連結会計年度
 （平成21年3月31日）  （平成22年3月31日）

1. 有形固定資産の減価償却累計額 102,580百万円 110,089百万円 

2. 非連結子会社及び関連会社に対する事項
(株　式) 1,783百万円 1,922百万円 

投資その他の資産の「その他」(出資金) 604 670

3. 前連結会計年度において、未収消費税等は流動資産の「その他」に、当連結会計年度において、
 未払消費税等は流動負債の「その他」に含めて表示しています。

4. 保証債務
従業員の銀行借入に対する保証債務 103百万円 109百万円 

（連結損益計算書関係）
 　前連結会計年度  　当連結会計年度
　 自　平成20年 4月 1日 　自　平成21年 4月 1日

　 至　平成21年 3月31日 　至　平成22年 3月31日

1．売上原価に含まれる収益性の低下による棚卸資産の簿価切下額
347百万円 492百万円 

2．販売費及び一般管理費の主なもの
荷造運賃 5,345百万円 3,580百万円 
従業員給料手当 5,108 4,574
賞与引当金繰入額 334 375
退職給付費用 140 210
役員退職慰労引当金繰入額 95 85
役員賞与引当金繰入額 65 47
製品保証引当金繰入額 1,098 821
研究開発費 6,484 5,910

3．固定資産売却益の主なもの
機械装置及び運搬具他 22百万円 7百万円 
工具、器具及び備品 26 0

4．固定資産売却損の主なもの
機械装置及び運搬具 43百万円 38百万円 
工具、器具及び備品他 29 1

5．固定資産廃棄損の主なもの
建物及び構築物 70百万円 21百万円 
機械装置及び運搬具 199 313
工具、器具及び備品他 49 12

投 資 有 価 証 券
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6. 以下の資産について減損損失を計上しました。

　　　 事業用資産については管理会計上の単位である事業グループ別に、遊休資産については個別物件ごとに資産のグルーピング
　　 を行っています。
　　　 当該遊休資産については、他への転用や売却の可能性が低く、また事業計画の変更又は保有の見直しにより投資額の回収が
　　 見込めなくなったため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、その減少額を減損損失として特別損失に計上しました。
　　　 なお、回収可能価額は正味売却価額により測定し、備忘価額等により評価しています。

7. 特別損失の製品保証引当金繰入額は、製品の不具合発生に伴う市場対応費用です。

8. 関係会社整理損失引当金繰入額は、スペイン子会社の清算に伴う損失発生見込額です。
 
9．研究開発費の総額 6,484百万円 5,910百万円 

当連結会計年度前連結会計年度

120百万円

80百万円

13百万円

静岡県

埼玉県

愛知県

神奈川県

ブラジル

中国

503百万円

機械装置

埼玉県

静岡県

愛知県

静岡県

アメリカ

ブラジル

中国

カナダ

遊休資産

遊休資産

遊休資産

建物及び機械装置他

機械装置他

機械装置他

機械装置他

機械装置他

機械装置

機械装置

遊休資産 機械装置 26百万円

遊休資産 機械装置 38百万円

用途 種類 場所 減損損失用途 種類 場所 減損損失

遊休資産 機械装置他

遊休資産 機械装置 52百万円

遊休資産 機械装置他 18百万円

遊休資産 機械装置他 5百万円

遊休資産

遊休資産

遊休資産 587百万円

931百万円

遊休資産 47百万円

遊休資産

12百万円

16百万円
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（連結株主資本等変動計算書関係）

　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）

　　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） 株式数の増減理由は次のとおりです。
　単元未満株式の買取りによる増加 1,190 株

　　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　       　

　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

（注） 株式数の増減理由は次のとおりです。
　単元未満株式の買取りによる増加 407 株

　　２．配当に関する事項

　　   配当金支払額

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　　  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

14,705 百万円 百万円
預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △ 4,000
流動資産の「その他」に含まれる短期投資 1,872
短期借入金（当座借越） △ 7,371

5,206現金及び現金同等物

現 金 及 び 預 金 勘 定

3,049
△ 2,021

12,449

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

△ 3,229
14,651

前連結会計年度末 当連結会計年度 当連結会計年度 当連結会計年度末

株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)

発行済株式

普通株式 76,020,019       -                -                76,020,019       

合　計 76,020,019       -                -                76,020,019       

自己株式

普通株式(注) 51,853           407              -                52,260           

合　計 51,853           407              -                52,260           

前連結会計年度末 当連結会計年度 当連結会計年度 当連結会計年度末

株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)

発行済株式

普通株式 76,020,019       -                -                76,020,019       

合　計 76,020,019       -                -                76,020,019       

自己株式

普通株式(注) 50,663           1,190            -                51,853           

合　計 50,663           1,190            -                51,853           

決　議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日

平成21年6月23日

定時株主総会
平成21年3月31日 平成21年6月24日

１株当たり
配当額（円）

普通株式 利益剰余金 7.00

配当金の総額
（百万円）

531

決　議 株式の種類
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

平成20年10月24日

取締役会

配当金の総額
（百万円）

普通株式 1,063 14.00 平成20年3月31日 平成20年6月23日

平成20年11月27日平成20年9月30日普通株式 1,063 14.00

決　議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日

平成21年6月23日

定時株主総会
平成21年3月31日 平成21年6月24日

１株当たり
配当額（円）

普通株式 利益剰余金 7.00

配当金の総額
（百万円）

531
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　　（セグメント情報）

1. 事業の種類別セグメント情報

 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） (単位 百万円)

自動車用 消    去

部    品   その他    計 又は全社 連  結

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 259,628 11,881 271,510 271,510 

 (2) セグメント間の

     内部売上高又は振替高

         計 259,628 11,881 271,510  (－) 271,510 

営  業  費  用 258,117 10,982 269,100  (－) 269,100 

1,510 899 2,409  (－) 2,409 

資          産 144,926 150,751 11,810 162,562 

減 価 償 却 費 10,226 10,459 49 10,508 

減　損　損　失 645 － 645 － 645 

資 本 的 支 出 29,062 29,444 (20) 29,424 

 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） (単位 百万円)

自動車用 消    去

部    品   その他    計 又は全社 連  結

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 195,895 11,762 207,657 207,657 

 (2) セグメント間の

     内部売上高又は振替高

         計 195,895 11,762 207,657  (－) 207,657 

営  業  費  用 198,916 11,111 210,028  (－) 210,028 

(3,021) 650 (2,370)  (－) (2,370)

資          産 146,866 153,790 13,457 167,247 

減 価 償 却 費 10,966 11,206 32 11,239 

減　損　損　失 1,809 － 1,809 － 1,809 

資 本 的 支 出 6,058 6,269 (134) 6,135 

(注) １．事業区分の方法

     製品の販売先の使用目的に応じて、自動車用部品・その他（ボート用部品・産業用機器・事務機器用部品・製造機械設備等・

     自動車販売等）にセグメンテーションしています。

     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11,810百万円、当連結会計年度13,457百万円であり、

         その主なものは、当社での長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門にかかる資産等です。

     ４．会計方針の変更
　  （前連結会計年度）

　 (1) 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）を適用しています。
　  　 この変更に伴い、従来の方法に比較して、当連結会計年度の営業利益は、「自動車用部品」について、347百万円減少し、
　  　 「その他」について、0百万円減少しています。

　 (2) 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）を適用しています。この変更に伴い、各セグメントの営業利益に与えた影響は、以下の通りです。

(単位 百万円)
自動車用 消    去
部    品   その他    計 又は全社 連  結

50  (－) 50  (－) 50

－ 

5,825 

233 

381 

－ 

Ⅱ 資産､減価償却費、減損損失及び
　 資本的支出

－ － 

営業利益 （又は営業損失）

営　業　利　益

211 

営業利益 （又は営業損失）

Ⅱ 資産､減価償却費、減損損失及び
　 資本的支出

6,923 

239 

 (－) 

－　

－ 

－　

－ 

－ 

－  (－) 

ボ ー ト 用 部 品

産 業 用 機 器

事 務 機 器 用 部 品

製 造 機 械 設 備 等

自 動 車 販 売 等

プロペラシャフト、ガススプリング、オートマチックトランスミッション部品、

デファレンシャルギヤ、その他四輪・二輪車用駆動系部品

そ
の
他

船外機用パワーチルトトリム、シリンダ、ポンプアンドモータ

各種油圧シリンダ

ガススプリング

製造機械設備

自動車販売、部品販売・修理、保険代理

事　業　区　分 主　要　製　品

自 動 車 用 部 品 四輪・二輪車用ショックアブソーバ、パワーステアリング、
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2. 所在地別セグメント情報

 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） (単位 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

      (2) セグメント間の

          内部売上高又は振替高

営    業    費    用

営業利益（又は営業損失）

Ⅱ 資     産

 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） (単位 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

      (2) セグメント間の

          内部売上高又は振替高

営    業    費    用

営業利益（又は営業損失）

Ⅱ 資     産

(注) １．国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域

    (1) 国又は地域の区分は、地理的近接度によっています。

  (2) 本邦以外の区分に属する主な国又は地域

　　　　　 ・北米………………アメリカ、カナダ

　　　　 　・欧州………………スペイン、イギリス

　　　　 　・東南アジア………インドネシア、タイ

　　　　 　・南米………………ブラジル

　　　　 　・その他の地域……中国、インド

      ２.　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11,810百万円、当連結会計年度13,457百万円であり、

           その主なものは、当社での長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門にかかる資産等です。

      ３.会計方針の変更

      　（前連結会計年度）

         (1) 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）を適用しています。

　　　　     この変更に伴い、従来の方法に比較して、「日本」の当連結会計年度の営業利益は、347百万円減少しています。

         (2) 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）を適用しています。この変更に伴い、各セグメントの営業利益に与えた影響は、以下の通りです。

(単位 百万円)

営　業　利　益 13 45 

日　本 北　米 欧　州

－ (11) － (16)

東南アジア

4 50 60 

20,027 14,300 

消去又は
全　　社

連　結南　米
その他の
地　　域

計

計

207,657 

30,978 

238,636 

(2,266)

168,688 

24,990 

1,659 4,018 

16,850 

278 

東南アジア

26,202 

南　米

16,850 

欧　州

7,795 

107 

7,903 

376 

26,954 

118,287 

(3,638) (2,439)

44,352 

46,791 

77,815 

114,648 

6,830 

(30,873) 

28,399 

26,740 8,905 

(1,001)

22,760 

26,480 

22,462 17,715 

連　結

167,247 (1,440) 

207,657 

3,409 

その他の
地　　域

計

消去又は
全　　社

(30,978) 

北　米日　本

87,842 

26,806 

43,975 

207,657 

210,028 

(2,370)(104) 

(30,978) 

(864)

240,902 

日　本 北　米 欧　州 東南アジア 南　米
その他の
地　　域

計
消去又は
全　　社

連　結

100,523 68,554 20,072 34,270 27,699 20,390 271,510 271,510 

41,761 1,609 154 1,059 3,813 48,399 (48,399) 

計 142,285 70,164 20,226 35,330 27,699 24,203 319,909 (48,399) 271,510 

145,912 72,535 19,883 30,334 26,052 23,346 318,065 (48,965) 269,100 

(3,627) (2,371) 342 4,996 1,646 857 1,843 566  2,409 

81,485 30,555 8,401 19,970 162,562 10,673 21,612 172,699 (10,136) 
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3. 海外売上高

 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） (単位 百万円)

北    米 欧    州 東南アジア 南    米 その他の地域 計

Ⅰ海外売上高

Ⅱ連結売上高

Ⅲ連結売上高に占める
  海外売上高の割合（％）

 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） (単位 百万円)

北    米 欧    州 東南アジア 南    米 その他の地域 計

Ⅰ海外売上高

Ⅱ連結売上高

Ⅲ連結売上高に占める
  海外売上高の割合（％）

 (注) １．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す。

　　  ２．国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域

        (1) 国又は地域の区分は、地理的近接度によっています。

        (2) 各区分に属する主な国又は地域

　　　　　・北米………………アメリカ、カナダ

　　　　　・欧州………………スペイン、イギリス

　　　　　・東南アジア………インドネシア、タイ

　　　　　・南米………………ブラジル

　　　　　・その他の地域……中国、その他アジア

13.3 8.0

67,463 18,661 34,070

27,686 16,57744,715

21.5

9,809

4.7

27,775

13.4

126,563

207,657

60.9

28,133 22,456 170,785

271,510

8.3 62.924.8 6.9 12.5 10.4
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（１株当たり情報）

前連結会計年度 当連結会計年度
自　平成20年 4月 1日 自　平成21年 4月 1日
至　平成21年 3月31日 至　平成22年 3月31日

１株当たり純資産額 984 円 38 銭 １株当たり純資産額 929 円 52 銭

１株当たり当期純損失（△） △152 円 82 銭 １株当たり当期純損失（△） △113 円 11 銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、 　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

　１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在し 　１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在し

  ないため記載していません。   ないため記載していません。

(注) 算定上の基礎

（1）１株当たり純資産額

（2）１株当たり当期純損失

前連結会計年度末 当連結会計年度末

（平成21年3月31日） （平成22年3月31日）

87,228                          85,054                          

12,446                          14,440                          

(12,446) (14,440)

74,781                          70,613                          

75,968                          75,967                          

項目

純資産の部の合計額（百万円）

純資産の部の合計額から控除する金額
（百万円）

（うち少数株主持分）

普通株式に係る連結会計年度末の
純資産額（百万円）

１株当たり純資産額の算定に用いられた
連結会計年度末の普通株式の数（千株）

前連結会計年度 当連結会計年度
自 平成20年 4月 1日 自 平成21年 4月 1日
至 平成21年 3月31日 至 平成22年 3月31日

当期純損失(△)（百万円） △ 11,609 △ 8,593

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損失(△)（百万円） △ 11,609 △ 8,593

普通株式の期中平均株式数（千株） 75,968 75,967

項目
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（重要な後発事象）

　当社は、平成22年3月29日開催の取締役会において、当社の100％出資の連結子会社である
ショーワ・カナダ・インコーポレイテッド及びショーワ・インディア・プライベート・リミ
テッドに対して、財務支援を目的とした増資の引受を決議しました。
　また、平成22年4月28日開催の取締役会において、当社の100%出資の連結子会社である上海

 昭和汽車配件有限公司に対して、財務体質の改善を目的とした増資の引受を決議しました。　
　当社の連結子会社であるアメリカン・ショーワ・インコーポレイテッドは、平成22年3月31日
開催の取締役会において、新たな資金調達を行うことを決議しました。

決議の内容
1.ショーワ・カナダ・インコーポレイテッド

① 内容 ： 増資
② 増資前資本金 ： ８百万カナダドル
③ 増資額 ： ７百万カナダドル
④ 払込期日 ： 平成22年7月(予定）
⑤ 割当先 ： 当社100%

2.ショーワ・インディア・プライベート・リミテッド
① 内容 ： 債務の株式化（デット・エクイティ・スワップ）による増資
② 増資前資本金 ： 392百万ルピー
③ 増資額 ： 783百万ルピー
④ 払込期日 ： 平成22年5月(予定）
⑤ 割当先 ： 当社100%

3.上海昭和汽車配件有限公司
① 内容 ： 増資
② 増資前資本金 ： 92百万人民元
③ 増資額 ： 34百万人民元
④ 払込期日 ： 平成22年5月(予定）
⑤ 割当先 ： 当社100%

4.アメリカン・ショーワ・インコーポレイテッド
① 内容 ： 変動シンセティック・リースによる資金調達
② 契約先 ： BTMU LEASING & FINANCE, INC.
③ 契約金額 ： 10,730千米ドル
④ 契約日 ： 平成22年3月31日

（開示の省略）
　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、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、開示を省略しています。
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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 383 275

受取手形 167 206

売掛金 28,833 29,909

商品及び製品 1,200 1,910

仕掛品 2,361 2,449

原材料及び貯蔵品 1,963 1,840

前払費用 54 56

短期貸付金 117 97

関係会社短期貸付金 2,578 3,075

未収入金 1,895 2,029

その他 988 56

貸倒引当金 △1,419 △3,888

流動資産合計 39,125 38,018

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 5,693 8,798

構築物（純額） 502 751

機械及び装置（純額） 16,043 13,709

車両運搬具（純額） 69 46

工具、器具及び備品（純額） 1,030 602

土地 5,470 8,000

リース資産（純額） 65 87

建設仮勘定 7,917 608

有形固定資産合計 36,792 32,604

無形固定資産   

電話加入権 19 19

施設利用権 13 12

無形固定資産合計 33 31

投資その他の資産   

投資有価証券 1,333 1,640

関係会社株式 19,967 21,362

出資金 73 73

関係会社出資金 5,963 5,963

従業員に対する長期貸付金 75 67

関係会社長期貸付金 1,935 1,023

長期前払費用 34 35

その他 730 772

貸倒引当金 △12 △15

投資その他の資産合計 30,102 30,922

固定資産合計 66,927 63,558

資産合計 106,053 101,576
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,078 960

買掛金 12,088 15,826

短期借入金 6,800 1,800

1年内返済予定の長期借入金 562 3,588

リース債務 16 28

未払金 6,392 4,790

未払費用 565 775

未払法人税等 － 52

繰延税金負債 35 －

前受金 － 0

預り金 228 250

前受収益 2 4

製品保証引当金 743 664

賞与引当金 2,244 2,274

役員賞与引当金 47 42

設備関係支払手形 656 301

その他 31 66

流動負債合計 31,493 31,426

固定負債   

長期借入金 8,437 9,681

リース債務 56 77

繰延税金負債 2,075 3,070

製品保証引当金 590 632

退職給付引当金 3,429 4,252

役員退職慰労引当金 363 375

その他 1 0

固定負債合計 14,954 18,090

負債合計 46,448 49,517
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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 12,698 12,698

資本剰余金   

資本準備金 13,455 13,455

資本剰余金合計 13,455 13,455

利益剰余金   

利益準備金 838 838

その他利益剰余金   

配当準備積立金 6,400 6,400

特別償却準備金 7 －

別途積立金 31,800 31,800

繰越利益剰余金 △8,467 △17,536

利益剰余金合計 30,578 21,502

自己株式 △52 △52

株主資本合計 56,680 47,603

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,968 4,471

繰延ヘッジ損益 △43 △16

評価・換算差額等合計 2,924 4,454

純資産合計 59,605 52,058

負債純資産合計 106,053 101,576
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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 135,421 104,972

売上原価   

製品期首たな卸高 1,247 1,200

当期製品製造原価 122,555 96,146

当期製品仕入高 1,416 1,565

合計 125,219 98,911

製品期末たな卸高 1,200 1,911

製品売上原価 124,019 96,999

売上総利益 11,402 7,973

販売費及び一般管理費 15,460 12,974

営業損失（△） △4,058 △5,001

営業外収益   

受取利息 86 88

受取配当金 1,556 1,765

補助金収入 － 417

その他 127 109

営業外収益合計 1,770 2,380

営業外費用   

支払利息 78 268

為替差損 520 144

その他 132 5

営業外費用合計 732 419

経常損失（△） △3,020 △3,039

特別利益   

固定資産売却益 1 1

貸倒引当金戻入額 － 139

特別利益合計 1 140

特別損失   

たな卸資産評価損 64 －

固定資産売却損 20 34

固定資産廃棄損 204 306

減損損失 580 1,007

貸倒引当金繰入額 1,350 2,607

製品保証引当金繰入額 275 340

関係会社株式評価損 1,002 885

関係会社出資金評価損 173 －

特別損失合計 3,670 5,181

税引前当期純損失（△） △6,689 △8,080

法人税、住民税及び事業税 380 492

法人税等調整額 4,125 △28

法人税等合計 4,505 463

当期純損失（△） △11,195 △8,544
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(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 12,698 12,698

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 12,698 12,698

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 13,455 13,455

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 13,455 13,455

資本剰余金合計   

前期末残高 13,455 13,455

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 13,455 13,455

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 838 838

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 838 838

その他利益剰余金   

配当準備積立金   

前期末残高 6,400 6,400

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,400 6,400

特別償却準備金   

前期末残高 24 7

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 △16 △7

当期変動額合計 △16 △7

当期末残高 7 －

別途積立金   

前期末残高 31,800 31,800

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 31,800 31,800

繰越利益剰余金   

前期末残高 4,837 △8,467

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 16 7

剰余金の配当 △2,127 △531

当期純損失（△） △11,195 △8,544

当期変動額合計 △13,305 △9,068

当期末残高 △8,467 △17,536
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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) 

利益剰余金合計   

前期末残高 43,901 30,578

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 － －

剰余金の配当 △2,127 △531

当期純損失（△） △11,195 △8,544

当期変動額合計 △13,322 △9,076

当期末残高 30,578 21,502

自己株式   

前期末残高 △51 △52

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △52 △52

株主資本合計   

前期末残高 70,003 56,680

当期変動額   

剰余金の配当 △2,127 △531

当期純損失（△） △11,195 △8,544

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △13,323 △9,076

当期末残高 56,680 47,603

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 4,069 2,968

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,100 1,502

当期変動額合計 △1,100 1,502

当期末残高 2,968 4,471

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 14 △43

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △58 27

当期変動額合計 △58 27

当期末残高 △43 △16

評価・換算差額等合計   

前期末残高 4,083 2,924

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,158 1,529

当期変動額合計 △1,158 1,529

当期末残高 2,924 4,454
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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) 

純資産合計   

前期末残高 74,087 59,605

当期変動額   

剰余金の配当 △2,127 △531

当期純損失（△） △11,195 △8,544

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,158 1,529

当期変動額合計 △14,482 △7,546

当期末残高 59,605 52,058
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