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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 84,681 △8.9 2,636 ― 2,294 ― 1,180 ―

21年3月期 92,943 △20.1 △2,213 ― △3,600 ― △3,720 ―

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 22.24 ― 13.8 3.9 3.1
21年3月期 △70.10 ― △34.2 △5.1 △2.4

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  114百万円 21年3月期  123百万円

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 59,116 11,516 15.6 173.94
21年3月期 57,908 9,623 13.7 149.61

（参考） 自己資本   22年3月期  9,229百万円 21年3月期  7,939百万円

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 8,616 △1,801 △4,805 8,864
21年3月期 6,114 △2,819 △2,626 6,863

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

23年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

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

42,600 15.4 1,700 ― 1,600 ― 1,000 ― 18.84

通期 81,600 △3.6 2,800 6.2 2,500 8.9 1,500 27.1 28.27



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） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については27ページ「1株当たり情報」をご覧ください。 

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 53,171,286株 21年3月期 53,171,286株

② 期末自己株式数 22年3月期  110,212株 21年3月期  103,770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 51,129 △7.7 943 ― 732 ― 414 ―

21年3月期 55,413 △18.6 △1,224 ― △1,811 ― △8,179 ―

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 7.81 ―

21年3月期 △154.13 ―

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 37,962 7,318 19.3 137.93
21年3月期 36,643 6,905 18.8 130.12

（参考） 自己資本 22年3月期  7,318百万円 21年3月期  6,905百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（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2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※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） 
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、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

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 
累計期間

25,100 12.3 350 ― 200 ― 150 ― 2.83

通期 49,500 △3.2 700 △25.8 500 △31.7 400 △3.4 7.54
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（1）経営成績に関する分析 

①当期の業績概況  

 当期の我が国経済は、厳しい状況にあるものの在庫調整の一巡や景気対策による効果等により、一昨年秋以降続い

た景気の危機的な状況から脱し持ち直してまいりましたが、先行き不透明な状況は続いております。 

 海外におきましても、回復軌道に乗ってきている中国、インド等新興国を除き、欧米とも経済環境は依然厳しい状

況にあります。 

 当社グループが関連する自動車業界における国内の新車販売につきましては、乗用車は新車購入支援策等の効果に

より前期比で増加しましたが、トラックは需要の回復が十分ではなく前期比で減少しました。また、輸出を含む国内

総生産台数につきましては、輸出の回復が十分でなく、前期比で減少いたしました。 

 このような経営環境下で当期の連結売上高は846億８千１百万円となり、前期に比べ82億６千２百万円（8.9％）の

減収となりました。  

 利益面につきましては、緊急利益対策等合理化活動の結果、売上高減少の影響をカバーし、営業利益は26億３千６

百万円（前期は22億１千３百万円の営業損失）、経常利益は22億９千４百万円（前期は36億円の経常損失）、当期純

利益は11億８千万円（前期は37億２千万円の当期純損失）と、いずれも前期に比べ増益となりました。 

  

②当期のセグメント別の概況 

 ・事業分野別売上高     

                                                                   （金額単位：百万円未満切捨） 

  

１．経営成績

  

 事業分野 

  

 22年３月期   21年３月期 

ウェイト（％） 売上高 ウェイト（％） 売上高 

ステアリング部品              47.7            40,365              45.6          42,386

シート部品               35.6          30,102              36.2          33,678

シフター部品                7.2         6,128               7.7          7,144

 機関駆動部品               6.0            5,120               5.7             5,301

 大型車部品               1.0          817               1.4             1,338

 その他自動車部品               0.8               716               1.2             1,063

 非自動車部品               1.7             1,430               2.2             2,030

 合計             100.0            84,681             100.0           92,943
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 ・地域別売上高     

                                                                   （金額単位：百万円未満切捨）  

  

 ・連結損益計算書 

                         （金額単位：百万円未満切捨）  

  

  ③次期の見通し 

 今後の見通しといたしましては、日米欧先進国における需要の伸び悩み、新興国における需要の増大という環境

下、地域別に明確な戦略を立て収益の確保を図ってまいります。 

 通期の連結業績につきましては、以下のとおりであります。  

    （連結業績予想） 

            売   上   高             81,600百万円（前期比    3.6％減） 

            営 業 利 益              2,800百万円（前期比   6.2％増） 

            経 常 利 益              2,500百万円（前期比   8.9％増） 

            当 期 純 利 益             1,500百万円（前期比   27.1％増） 

  

  （2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況  

 当連結会計年度末の総資産額は、前連結会計年度末に比べ12億８百万円（2.1％）増加し、591億１千６百万円とな

りました。これは主に、商品及び製品、仕掛品等の棚卸資産が７億２千１百万円、有形固定資産が27億９百万円、そ

れぞれ減少したものの、現金及び預金が20億１千４百万円、受取手形及び売掛金が20億５千１百万円それぞれ増加し

たこと等によるものであります。 

 負債につきましては前連結会計年度末に比べ６億８千５百万円（1.4％）減少し、476億円となりました。これは主

に支払手形及び買掛金が35億５千３百万円増加したものの、短期借入金が18億２千３百万円、長期借入金が25億４千

７百万円それぞれ減少したこと等によるものであります。 

 純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ18億９千３百万円（19.7％）増加し、115億１千６百万円となり

ました。これは主に、利益剰余金が11億８千万円、少数株主持分が６億２百万円それぞれ増加したこと等によるもの

であります。 

                         （金額単位：百万円未満切捨） 

  

 地域 

  

 22年３月期   21年３月期 

ウェイト（％） 売上高 ウェイト（％） 売上高 

日本国内              60.2        51,025              60.9          56,633

北米               10.6          8,941              13.1            12,159

ヨーロッパ               19.5        16,489              19.3          17,969

 その他               9.7            8,224               6.7             6,181

 合計             100.0            84,681             100.0           92,943

  連結売上高 84,681   （前期 92,943  ）  

  連結営業利益 2,636   （前期 △2,213   ） 

  連結経常利益 2,294   （前期 △3,600  ） 

  連結税金等調整前当期純利益 2,040   （前期 △2,668   ） 

  連結当期純利益 1,180   （前期 △3,720  ） 

  流動資産 33,563   （前期末比 3,771）  

  固定資産 25,553   （前期末比 △2,563）  

  総資産 59,116   （前期末比 1,208）  

  負債 47,600   （前期末比 △685）  

 純資産 11,516  （前期末比 1,893） 

  自己資本 9,229   （前期末比 1,290）  

  自己資本比率（％） 15.6   （前期末比 1.9）  
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 ②キャッシュ・フローの状況  

  当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、88億６千４百万円となり前年同期と

比べ20億円（29.2％）増加いたしました。 

 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は、次の通りであります。 

（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、86億１千６百万円（前期比25億１百万円増）となりました。これは主に、売上債

権の増加による資金の減少が19億３千万円あったものの、税金等調整前当期純利益を20億４千万円、減価償却費を43

億１千６百万円それぞれ計上したこと、仕入債務の増加による資金の増加が28億７千６百万円あったこと、棚卸資産

の減少による資金の増加が８億９千８百万円あったこと等によります。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動に使用した資金は、18億１百万円（前期比10億１千７百万円減）となりました。これは主に、設備投資等

の有形固定資産の取得による支出が16億４千３百万円あったこと等によります。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動に使用した資金は、48億５百万円（前期比21億７千９百万円増）となりました。これは主に、短期借入金

及び長期借入金の純減少額がそれぞれ19億４千６百万円、26億５千１百万円あったこと等によります。 

  

   （参考） キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

自己資本比率：自己資本／総資産  

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／キャッシュ・フロー   

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

（注２）株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式総数をベースに算出しております。 

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

（注４）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 

 剰余金の配当については、事業年度毎の損益状況、事業展開の計画とその推移及び配当性向等を総合的に勘案し、安定

した配当を行っていくことを基本としております。また、キャッシュ・フローは長期的な視点での投資効率を考慮しなが

ら国内外の設備投資に活用し、併せて外部負債の返済等にも充当していく所存であります。 

 当期の配当につきましては、当期純利益を計上することはできましたが、利益剰余金の欠損解消まで至らず、見送りを

予定しております。 

 次期の年間配当につきましては、当面業績の急激な回復が見込まれないこと及び今後予想される経営環境の変化に対応

すべく内部留保の充実を図るため、見送りを予定しております。 

   

（4）事業等のリスク 

 近の有価証券報告書（平成21年６月25提出）における記載から、新たに顕在化した伝達すべきリスクはありませんの

で記載を省略しております。      

  

  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（％） 16.5   13.7    15.6  

  時価ベースの自己資本比率（％） 10.4   10.4    28.8  

  キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 19.0   4.8    2.9  

  インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 2.1   7.5    15.6  
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 近の有価証券報告書（平成21年６月25日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状況」から

重要な変更がないため、開示を省略しております。  

   

(1）会社の経営の基本方針 

 当社グループは、「誰からも喜ばれる専門メーカーになる」を基本理念として掲げ、品質 優先に徹し、人と車の

安全と快適さを追求した魅力ある製品を作るべく全社を挙げて努力しております。「品質」と「環境」および「コス

ト」を基軸として適正利潤を確保し、グローバルでの地域社会に貢献することにより、お客様、株主、地域社会、協

力メーカー、従業員を含めた全てのステークホルダーの皆様に喜んでいただき、永続的に発展する企業となることを

目指してまいります。 

  

(2）中長期的な会社の経営戦略 

 当社グループは、リーマンショックによる実体経済の大収縮の発生に対して当期は緊急対策等合理化活動の実施に

より難局を乗り切ってまいりました。 

 このような環境下において、今般、「2010～2012年度中期経営計画」を策定いたしました。この３年間においては

需要の拡大は期待できないとの認識の下、基本戦略を従来の成長戦略からボリュームに依存しない戦略に変換いたし

ました。 

 具体的には、当期から着手しました構造改革を引き続き推進するとともに、原価低減と固定費の削減を徹底的に追

及し財務体質の改善を図って行く方針であります。 

 また、永続的に発展する企業を目指していくために、新製品・新工法の開発及び人材の育成につきましては継続し

て強化してまいります。  

  

(3）会社の対処すべき課題 

 当社グループは、緊急利益対策等合理化活動の実施により、当期純損益について黒字転換を果たすことができまし

た。 

 しかしながら、国内の経済環境はデフレ経済下にあり当面は売上高の伸びに頼れない減量経営を続けざるを得ない

状況にあり、また海外の経済環境も新興国以外は低成長が続く見込みであります。 

 このような環境下、当社グループは従来の成長路線のなかで肥大化した事業構造の再構築に引き続き取り組むとと

もに、ますます厳しさが増すグローバル競争を勝ち抜くためにコスト競争力の強化に努めてまいります。     

  

２．企業集団の状況

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 6,981 8,996

受取手形及び売掛金 ※3, ※4  15,860 ※3, ※4  17,911

有価証券 － 342

商品及び製品 1,543 1,394

仕掛品 2,231 1,760

原材料及び貯蔵品 2,445 2,343

前渡金 102 234

繰延税金資産 109 48

その他 871 724

貸倒引当金 △354 △192

流動資産合計 29,792 33,563

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,514 6,920

機械装置及び運搬具（純額） 11,894 10,029

土地 3,600 3,892

建設仮勘定 887 478

その他（純額） 1,453 1,320

有形固定資産合計 ※1, ※3  25,351 ※1, ※3  22,641

無形固定資産   

のれん 27 20

その他 1,126 1,157

無形固定資産合計 1,153 1,178

投資その他の資産   

投資有価証券 ※2  1,127 ※2  1,250

長期貸付金 30 31

繰延税金資産 60 59

その他 393 390

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 1,611 1,732

固定資産合計 28,116 25,553

資産合計 57,908 59,116
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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 10,451 14,005

短期借入金 ※3  14,352 ※3  12,529

未払法人税等 107 200

製品保証引当金 749 542

未払費用 2,930 2,990

その他 2,098 2,138

流動負債合計 30,691 32,406

固定負債   

長期借入金 ※3  15,110 ※3  12,563

繰延税金負債 249 286

退職給付引当金 836 950

役員退職慰労引当金 136 142

損害賠償損失引当金 257 265

その他 1,002 986

固定負債合計 17,593 15,193

負債合計 48,285 47,600

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,985 5,985

資本剰余金 4,791 4,791

利益剰余金 △2,736 △1,556

自己株式 △31 △32

株主資本合計 8,009 9,188

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △0 △0

為替換算調整勘定 △69 40

評価・換算差額等合計 △70 40

少数株主持分 1,684 2,287

純資産合計 9,623 11,516

負債純資産合計 57,908 59,116
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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 92,943 84,681

売上原価 ※1, ※5  85,270 ※1, ※5  72,960

売上総利益 7,673 11,720

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 1,871 1,577

給料及び賃金 3,948 3,511

退職給付費用 134 233

減価償却費 241 307

研究開発費 1,215 905

その他 2,474 2,548

販売費及び一般管理費合計 ※1  9,886 ※1  9,083

営業利益又は営業損失（△） △2,213 2,636

営業外収益   

受取利息 32 26

受取配当金 1 0

持分法による投資利益 123 114

雑収入 357 360

営業外収益合計 515 501

営業外費用   

支払利息 818 552

為替差損 657 73

雑損失 426 218

営業外費用合計 1,902 843

経常利益又は経常損失（△） △3,600 2,294

特別利益   

固定資産売却益 ※2  543 ※2  4

退職者医療保険引当金戻入額 909 －

貸倒引当金戻入額 － 42

製品保証引当金戻入額 － 228

その他 109 142

特別利益合計 1,562 417

特別損失   

たな卸資産除却損 7 －

固定資産除却損 ※3  354 ※3  137

製品補償費用 6 －

減損損失 － ※4  331

その他 262 204

特別損失合計 630 672

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△2,668 2,040

法人税、住民税及び事業税 105 189

法人税等還付税額 － △74

法人税等調整額 988 100

法人税等合計 1,093 215

少数株主利益又は少数株主損失（△） △42 644

当期純利益又は当期純損失（△） △3,720 1,180
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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 5,985 5,985

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,985 5,985

資本剰余金   

前期末残高 4,791 4,791

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,791 4,791

利益剰余金   

前期末残高 2,036 △2,736

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △1,053 －

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △3,720 1,180

当期変動額合計 △3,720 1,180

当期末残高 △2,736 △1,556

自己株式   

前期末残高 △30 △31

当期変動額   

自己株式の取得 △1 △0

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 △1 △0

当期末残高 △31 △32

株主資本合計   

前期末残高 12,784 8,009

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △1,053 －

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △3,720 1,180

自己株式の取得 △1 △0

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 △3,721 1,179

当期末残高 8,009 9,188
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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 1 △0

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1 0

当期変動額合計 △1 0

当期末残高 △0 △0

為替換算調整勘定   

前期末残高 1,006 △69

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,076 110

当期変動額合計 △1,076 110

当期末残高 △69 40

評価・換算差額等合計   

前期末残高 1,008 △70

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,078 110

当期変動額合計 △1,078 110

当期末残高 △70 40

少数株主持分   

前期末残高 1,963 1,684

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △278 602

当期変動額合計 △278 602

当期末残高 1,684 2,287

純資産合計   

前期末残高 15,755 9,623

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △1,053 －

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △3,720 1,180

自己株式の取得 △1 △0

自己株式の処分 0 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,357 713

当期変動額合計 △5,078 1,893

当期末残高 9,623 11,516
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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又は税金等調整前当期純
損失（△）

△2,668 2,040

減価償却費 4,898 4,316

減損損失 － 331

のれん償却額 160 45

持分法による投資損益（△は益） △123 △114

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 10 5

退職給付引当金の増減額（△は減少） 22 91

貸倒引当金の増減額（△は減少） △72 △168

退職者医療保険引当金の増減額（△は減少） △888 －

製品保証引当金の増減額（△は減少） △3 △219

損害賠償損失引当金の増減額（△は減少） 129 －

受取利息及び受取配当金 △34 △26

支払利息 818 552

為替差損益（△は益） － 31

有形固定資産売却損益（△は益） △575 △54

有形固定資産除却損 421 122

売上債権の増減額（△は増加） 12,558 △1,930

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,170 898

その他の流動資産の増減額（△は増加） △191 △340

仕入債務の増減額（△は減少） △7,344 2,876

未払費用の増減額（△は減少） △1,169 302

その他の流動負債の増減額（△は減少） △7 477

未払消費税等の増減額（△は減少） 188 △44

その他 △19 △73

小計 7,277 9,121

利息及び配当金の受取額 64 △64

利息の支払額 △836 △552

法人税等の支払額 △391 29

法人税等の還付額 － 81

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,114 8,616

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 △4,251 △1,643

有形固定資産の売却による収入 1,780 311

無形固定資産の取得による支出 △349 △138

投資有価証券の取得による支出 △129 －

貸付けによる支出 △10 △15

貸付金の回収による収入 20 14

関係会社の減資による収入 28 －

その他 92 △330

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,819 △1,801
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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） △1,610 △1,946

長期借入れによる収入 4,764 3,160

長期借入金の返済による支出 △5,729 △5,812

リース債務の返済による支出 △14 △153

社債の償還による支出 △50 －

少数株主への配当金の支払額 △52 △52

少数株主からの払込みによる収入 68 －

その他 △1 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,626 △4,805

現金及び現金同等物に係る換算差額 △148 △7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 520 2,000

現金及び現金同等物の期首残高 6,254 6,863

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 89 －

現金及び現金同等物の期末残高 6,863 8,864
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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

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）連結子会社数             16社 

 九州富士機工㈱、東三河富士機工㈱、磐田富士機

工㈱、㈱富士機工クラタ、國洋電機工業㈱、ダグラ

ス・オートテック・コーポレーション、フジキコー

オブユーエスエー・コーポレーション、フジ・オー

トテック・ユーエスエー・エルエルシー、フジ・オ

ートテック・ＡＢ、フジ・オートテック・ヨーロッ

パ・Ｓ．Ａ．Ｓ．、フジ・オートテック・フラン

ス・Ｓ．Ａ．Ｓ．、フジ・コーヨー・チェコ・

s.r.o.、ＰＴ・オートテック・インドネシア、広州

富士機工汽車部件有限公司、広州常富機械工業有限

公司、サミット・フジキコー・クラタ・マニュファ

クチャリング・Ｃｏ.，Ｌｔｄ. 

 広州常富機械工業有限公司については操業開始に

伴い、当連結会計年度から連結の範囲に含めること

といたしました。 

(1)連結の範囲に関する事項 

1）連結子会社数             16社 

同左 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

────── 

2）非連結子会社の名称等 

 フジ・オートテック・オートペサス・ド・ブラジ

ル・Ｌｔｄａ. 

2）非連結子会社の名称等  

同左 

（連結の範囲から除いた理由） 

 非連結子会社は、総資産、売上高、当期純損益

（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う

額）等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及

ぼしていないためであります。 

（連結の範囲から除いた理由） 

同左 

(2)持分法の適用に関する事項 

1）持分法適用の関連会社数       ２社 

常裕富士機工股份有限公司 

協富光洋(厦門)機械工業有限公司 

(2)持分法の適用に関する事項 

1）持分法適用の関連会社数       ２社 

常裕富士機工股份有限公司 

協富光洋(厦門)機械工業有限公司 

2）持分法を適用していない非連結子会社（フジ・オート

テック・オートペサス・ド・ブラジル・Ｌｔｄａ.）及

び関連会社（ソナ・フジキコー・オートモティブＬｔ

ｄ.）は、それぞれ当期純損益及び利益剰余金等に及ぼ

す影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないた

め、持分法の適用範囲から除外しております。 

2）持分法を適用していない非連結子会社（フジ・オート

テック・オートペサス・ド・ブラジル・Ｌｔｄａ.）及

び関連会社（ソナ・フジキコー・オートモティブＬｔ

ｄ.）は、それぞれ当期純損益及び利益剰余金等に及ぼ

す影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないた

め、持分法の適用範囲から除外しております。 
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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） 

(3)連結子会社の事業年度に関する事項 

連結子会社のうち、ダグラス・オートテック・コーポ

レーション、フジキコーオブユーエスエー・コーポレー

ション、フジ・オートテック・ユーエスエー・エルエル

シー、フジ・オートテック・ＡＢ、フジ・オートテッ

ク・ヨーロッパ・Ｓ．Ａ．Ｓ．、フジ・オートテック・

フランス・Ｓ．Ａ．Ｓ．、フジ・コーヨー・チェコ・

s.r.o.、ＰＴ・オートテック・インドネシア、広州富士

機工汽車部件有限公司、広州常富機械工業有限公司及び

サミット・フジキコー・クラタ・マニュファクチャリン

グ・Ｃｏ.，Ｌｔｄ.）は12月31日が決算日であります

が、連結決算日との差異が３ヵ月を超えないので、当該

連結子会社の決算財務諸表を使用しております。ただ

し、連結決算日との間に生じ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。 

(3)連結子会社の事業年度に関する事項 

同左  

(4)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 

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） 

(4)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 

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 

時価のないもの 

同左 

ロ．たな卸資産 

商品及び製品・仕掛品 

主として総平均法による原価法（貸借対照表価

額については収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法） 

ロ．たな卸資産 

商品及び製品・仕掛品 

同左 

その他のたな卸資産 

主として、原材料及び貯蔵品は移動平均法によ

る原価法（貸借対照表価額については収益性の

低下に基づく簿価切下げの方法） 

その他のたな卸資産 

同左 

（会計方針の変更） 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産のうち製品、仕

掛品は、従来、主として総平均法による原価法に、ま

た、その他のたな卸資産のうち主として、原材料及び貯

蔵品は移動平均法による原価法によっておりましたが、

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）

が適用されたことに伴い、製品、仕掛品は、主として総

平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性

の低下に基づく簿価切下げの方法）により、その他のた

な卸資産のうち主として、原材料及び貯蔵品は移動平均

法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法）により算定しておりま

す。 

 これにより、当連結会計年度の営業損失、経常損失及

び税金等調整前当期純損失がそれぞれ32百万円増加して

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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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） 

 主として、定率法を採用しております。ただ

し、在外連結会社の資産については、定額法によ

っております。 

 また、平成10年４月１日以降取得した建物（建

物附属設備は除く）については、定額法によって

おります。なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

建物及び構築物      ３～50年 

機械装置及び運搬具    ４～９年 

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） 

同左 

（追加情報） 

 当社及び国内連結子会社は、平成20年度の法人税法改

正を契機に、当連結会計年度より有形固定資産の耐用年

数を見直し、機械装置の耐用年数を12年から９年に変更

しております。 

 これにより、従来と同様の方法によった場合と比較し

て、営業損失、経常損失及び税金等調整前当期純損失が

それぞれ371百円増加しております。 

 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） 

定額法を採用しております。 

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内

における利用可能期間（５年）に基づいておりま

す。 

ロ．無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

ハ．リース資産 

 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。  

（会計方針の変更） 

 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。 

 これによる損益への影響は軽微であります。  

 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．リース資産 

同左 

  

  

  

  

   

────── 

  

    

富士機工㈱　（7260）　平成22年３月期　決算短信

16



  

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）重要な引当金の計上基準 

イ．貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒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。 

3）重要な引当金の計上基準 

イ．貸倒引当金 

同左 

ロ．製品保証引当金 

 得意先からのクレームに対する費用の支出に備

えるため、当連結会計年度の売上高に対応して発

生するクレーム費用を引当計上したものであり、

その計上基準は過去の実績比率によっておりま

す。 

ロ．製品保証引当金 

同左 

ハ．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

に基づき計上しております。 

 なお、会計基準変更時差異については、第81期

において、有価証券を退職給付信託に拠出したこ

とにより同額を一時に費用処理したほか残額につ

いては、15年による按分額を費用処理し、また、

過去勤務債務はその発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（13年）による定額法に

より費用処理しております。数理計算上の差異

は、各連結会計年度の発生時における従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年数（13年）による

定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結

会計年度から費用処理することとしております。

 また、提出会社の採用している年金制度につい

て、平成16年12月７日を改訂日、平成17年４月１

日を施行日として規約型企業年金制度にポイント

制を導入し、また一部を確定拠出年金制度に移行

しております。 

ハ．退職給付引当金 

同左 

ニ．役員退職慰労引当金 

 役員退職慰労金の支出に備えて内規に基づく期

末要支給額を計上しております。 

ニ．役員退職慰労引当金 

同左 

ホ．損害賠償損失引当金 

 当社の一部の欧州子会社は、同社の仕入先から

の損害賠償請求に関する損失負担見込額を引当金

として計上しております。 

ホ．損害賠償損失引当金 

同左 
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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） 

4）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

   外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており

ます。なお、在外子会社等の資産及び負債並びに収益及

び費用は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含め

ております。 

4）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

同左 

5）重要なヘッジ会計の方法 

イ．ヘッジ会計の方法 

 金利スワップについては、特例処理の要件を満たし

ているので特例処理を採用しております。 

5）重要なヘッジ会計の方法 

イ．ヘッジ会計の方法 

同左 

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ・ヘッジ手段 

   金利スワップ取引 

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ・ヘッジ手段 

同左 

  ・ヘッジ対象 

    変動金利の借入金利息 

  ・ヘッジ対象 

同左 

ハ．ヘッジ方針 

 金利変動によるリスクを軽減するため、金利スワッ

プを行なっております。 

ハ．ヘッジ方針 

同左 

ニ．ヘッジの有効性の評価方法 

 特例処理によっている金利スワップについて、有効

性の評価を省略しております。 

ニ．ヘッジの有効性の評価方法 

同左 

6）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

イ．消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

6）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

イ．消費税等の会計処理 

同左 

(5)連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時

価評価法によっております。 

(5)連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

同左 

(6)のれんの償却に関する事項 

 のれんの償却については、５年間の均等償却を行って

おります。 

(6)のれんの償却に関する事項 

同左 

(7)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

 連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及

び現金同等物）は、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。 

(7)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

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） 

（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、営業損失、経常損失及び税金等調整前当

期純損失は、それぞれ53百万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。  

────── 

  

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．※１．有形固定資産の減価償却累計額 １．※１．有形固定資産の減価償却累計額 

  42,300百万円   百万円46,805

２．※２．非連結子会社及び関連会社に係る注記 

各科目に含まれている非連結子会社及び関連会社に

対するものは次のとおりであります。 

２．※２．非連結子会社及び関連会社に係る注記 

各科目に含まれている非連結子会社及び関連会社に

対するものは次のとおりであります。 

投資有価証券（株式） 1,074百万円 投資有価証券（株式） 百万円1,197

３．※３．担保に供している資産 ３．※３．次の債務に対して、下記の資産を担保に供して

おります。なお、建物及び構築物1,030百万円、機

械装置及び運搬具372百万円及び土地1,105百万円

は、仮登記であります。  

受取手形及び売掛金 58百万円 

建物及び構築物 

（うち、工場財団） 

917百万円 

（323百万円）

機械装置及び運搬具 

（うち、工場財団） 

569百万円 

（569百万円）

土地 

（うち、工場財団） 

1,149百万円 

（501百万円）

担保に供している資産の合

計額 

2,695百万円 

（うち、工場財団） （1,394百万円）

    

上記に対する債務   

短期借入金 378百万円 

長期借入金（１年以内返済

分を含む） 

1,694百万円 

（うち、工場財団） （1,250百万円）

合計 2,072百万円 

（うち、工場財団） （1,250百万円）

受取手形及び売掛金 百万円 586

建物及び構築物 

（うち、工場財団） 

百万円 

（ 百万円）

1,885

294

機械装置及び運搬具 

（うち、工場財団） 

百万円 

（ 百万円）

814

441

土地 

（うち、工場財団） 

百万円 

（ 百万円）

2,255

501

担保に供している資産の合

計額 

百万円 5,541

（うち、工場財団） （ 百万円）1,237

  

上記に対する債務   

短期借入金 百万円 3,303

（うち、工場財団） （ 百万円）2,542

長期借入金（１年以内返済

分を含む） 

百万円 10,080

（うち、工場財団） （ 百万円）9,679

合計 百万円 13,384

（うち、工場財団） （ 百万円）12,222

４．保証債務  

  下記について債務保証を行なっております。 

４．                  ──────  

(1）非連結子会社における銀行借入に対する債務保証額   

協富光洋(厦門)機械工業有

限公司 

98百万円   
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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） 

５．※４．売掛債権を当連結会計年度中に11,169百万円売

却しており、売却処理した債権の元本の連結会

計年度末残高は630百万円であります。 

５．※４．売掛債権を当連結会計年度中に 百万円売

却しており、売却処理した債権の元本の連結会

計年度末残高は 百万円であります。 

10,768

2,926

（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．※１．研究開発費の総額 

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開

発費 

１．※１．研究開発費の総額 

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開

発費 

  1,528百万円   百万円1,230

２．※２．固定資産売却益の内訳 ２．※２．固定資産売却益の内訳 

土地 

その他  

541百万円

1百万円

建物及び構築物 百万円4

３．※３．固定資産除却損の内訳 ３．※３．固定資産除却損の内訳 

建物及び構築物 103百万円

機械装置及び運搬具 240百万円

その他 9百万円

機械装置及び運搬具 百万円133

その他 百万円4

  

４.                   ──────  

                       

４. ※４．減損損失 

 当連結会計年度において、当社グループは以

下の資産グループについて減損損失を計上いた

しました。                 

  
場所 用途 種類 減損損失 

静岡県湖西市 

売却予定

資産（本

社別館） 

建物及

び土地 
230百万円

大分県中津市 遊休資産 土地 101百万円

   当社グループは、原則として、事業用資産に

ついては内部管理用上採用している事業区分に

よりグルーピングを行っており、売却予定資

産、遊休資産等については個別資産ごとにグル

ーピングを行っております。 

 当連結会計年度において、当社が保有する売

却予定資産（本社別館の建物及び土地）につい

ては、時価の下落による減損の兆候が認められ

たため、その認識・測定を行い、また、事業の

用に供していない遊休資産（中津市の土地）に

ついては、帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、それぞれ減損損失（331百万円）として特

別損失に計上しました。その内訳は、建物81百

万円及び土地250百万円であります。 

 なお、当資産グループの回収可能価額は正味

売却価額により測定しており、不動産鑑定評価

基準に準拠し固定資産税評価額を考慮の上、自

社内における合理的な見積により評価しており

ます。 
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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） 

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）１．普通株式の自己株式数の増加11千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

    ２．普通株式の自己株式数の減少２千株は、単元未満株式の売渡しによる減少であります。 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

       該当事項はありません。 

  

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

        該当事項はありません。 

  

(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 

        該当事項はありません。 

  

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）普通株式の自己株式数の増加６千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。     

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

       該当事項はありません。 

  

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） 

５. ※５．期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下げ

後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上

原価に含まれております。 

                     32百万円  

５. ※５．期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下げ

後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上

原価に含まれております。 

                    百万円  35

（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（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式         

普通株式  53,171  －  －  53,171

合計  53,171  －  －  53,171

自己株式         

普通株式（注）１,２  94  11  2  103

合計  94  11  2  103

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式         

普通株式  53,171  －  －  53,171

合計  53,171  －  －  53,171

自己株式         

普通株式（注）  103  6  －  110

合計  103  6  －  110
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３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

        該当事項はありません。 

  

(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 

        該当事項はありません。 

  

  

   リース取引、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、税効果会計、賃貸等不動産、関連当事者情報等

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いたしま

す。 

   なお、当該注記事項に関しては、平成22年６月25日提出予定の有価証券報告書に記載しており、『金融商品取引法

に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム』（EDINET） でご覧いただくことができます。 

  

（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 

（平成21年３月31日現在）

※ 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22年３月31日現在）

現金及び預金勘定 6,981百万円

預入期間が３ヵ月を超える定期

預金 

当座借越  

 

△13百万円

△104百万円

現金及び現金同等物 6,863百万円

現金及び預金勘定 百万円8,996

有価証券 百万円342

預入期間が３ヵ月を超える定期

預金 

当座借越  

 

百万円

百万円

△418

△55

現金及び現金同等物 百万円8,864

（開示の省略）
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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．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各区分の主な製品 

(1）自動車部品事業 

1）ステアリング部品事業 ステアリングコラム、インタミディエイトシャフト 

2）シート部品事業    リクライナー、ハイトアジャスター、シートスライド 

3）シフター部品事業   オートマチックトランスミッションシフター、マニュアルトランスミッション

シフター 

4）機関駆動部品事業   プーリー、ドライブプレート 

5）大型車部品事業    トラック用ロッカーバルブ、トラック用Ｕボルト 

6）その他自動車部品事業 ウィンドレギュレータ、アクセルペダル 

(2) 非自動車部品事業     半導体自動試験装置、熱抵抗測定装置、テトラパック製造機 

  

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  

自動車部品事業
非自動車部
品事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全
社 
（百万円）

連結
（百万円）

ステアリン
グ部品事業 
（百万円） 

シート部品
事業 
（百万円） 

シフター部
品事業 
（百万円） 

機関駆動部
品事業 
（百万円）

大型車部品
事業 
（百万円）

その他自動
車部品事業 
（百万円）

小計
（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  42,386  33,678  7,144 5,301 1,338 1,063 90,913  2,030  92,943 － 92,943

(2)セグメント間の

内部売上高又は

振替高 
 －  －  － － － － －  －  － － －

計  42,386  33,678  7,144 5,301 1,338 1,063 90,913  2,030  92,943 － 92,943

営業費用  44,730  33,775  7,045 5,198 1,283 1,101 93,135  2,021  95,156 － 95,156

営業利益又は営業

損失（△）  △2,343  △97  99 102 54 △37 △2,221  8  △2,213 － △2,213

Ⅱ 資産、減価償却費

及び資本的支出                       

資産  28,743  19,659  4,321 1,922 840 515 56,001  1,907  57,908 － 57,908

減価償却費  2,438  1,987  304 89 28 21 4,870  28  4,898 － 4,898

資本的支出  2,226  894  167 22 33 4 3,348  338  3,687 － 3,687

  

自動車部品事業
非自動車部
品事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全
社 
（百万円）

連結
（百万円）

ステアリン
グ部品事業 
（百万円） 

シート部品
事業 
（百万円） 

シフター部
品事業 
（百万円） 

機関駆動部
品事業 
（百万円）

大型車部品
事業 
（百万円）

その他自動
車部品事業 
（百万円）

小計
（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  40,365  30,102  6,128 5,120 817 716 83,250  1,430  84,681 － 84,681

(2)セグメント間の

内部売上高又は

振替高 
 －  －  － － － － －  －  － － －

計  40,365  30,102  6,128 5,120 817 716 83,250  1,430  84,681 － 84,681

営業費用  38,905  29,595  5,485 4,871 895 719 80,472  1,571  82,044 － 82,044

営業利益又は営業

損失（△）  1,460  506  642 249 △78 △3 2,777  △140  2,636 － 2,636

Ⅱ 資産、減価償却費

及び資本的支出                       

資産  27,671  21,855  4,690 2,002 766 464 57,450  1,666  59,116 － 59,116

減価償却費  2,228  1,644  241 80 51 15 4,261  54  4,316 － 4,316

減損損失  171  154  0 4 － 0 331  －  331 － 331

資本的支出  768  653  354 53 55 20 1,906  28  1,934 － 1,934
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３．会計方針の変更 

 （前連結会計年度） 

  (1）たな卸資産の評価に関する会計基準 

   「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」(4) 1)に記載のとおり、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。 

   この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の営業損益は、ステアリング部品事

業で３百万円、シート部品事業で４百万円、シフター部品事業で10百万円、機関駆動部品事業で７百万円、

大型車部品事業で３百万円、その他自動車部品事業で３百万円、それぞれ営業費用が増加し、営業利益（又

は営業損失）が同額減少（又は増加）しております。 

  (2）リース取引に関する会計基準 

   「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」(4) 2)に記載のとおり、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））を適用しております。

   この変更による損益への影響は軽微であります。 

  (3）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 

   「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。 

   この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の営業損益は、シート部品事業で46

百万円、非自動車部品事業で９百万円、それぞれ営業費用が減少し、ステアリング部品事業で０百万円、シ

フター部品事業で１百万円、それぞれ営業費用が増加し、営業利益（又は営業損失）が同額減少（又は増

加）しております。 

  （当連結会計年度） 

   該当事項はありません。 

４．追加情報 

  （前連結会計年度） 

 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」(4) 2)に記載のとおり、当社及び国内連結子会社

は、平成20年度の法人税法改正を契機に、当連結会計年度より有形固定資産の耐用年数を見直し、機械装置

の耐用年数を12年から９年に変更しております。 

 この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、ステアリング部品事業で17百万円、シート部品事業

で204百万円、シフター部品事業で19百万円、機関駆動部品事業で126百万円、大型車部品事業で２百万円、

その他自動車部品事業で１百万円、それぞれ営業費用が増加し、営業利益（又は営業損失）が同額減少（又

は増加）しております。 

  （当連結会計年度） 

該当事項はありません。 
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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 

(1) 北米    ……米国 

(2) ヨーロッパ ……フランス、スウェーデン、チェコ 

(3) その他の地域 ……中国、インドネシア、タイ 

３．消去又は全社の項目に含めている全社資産はありません。 

４．会計方針の変更  

 （前連結会計年度） 

  (1）たな卸資産の評価に関する会計基準 

   「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」(4) 1)に記載のとおり、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。 

   この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の営業損益は、日本で営業損失が32

百万円増加しております。 

  (2）リース取引に関する会計基準 

   「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」(4) 2)に記載のとおり、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））を適用しております。

   これによる損益への影響は軽微であります。 

ｂ．所在地別セグメント情報

  
日本 

（百万円） 
北米 

（百万円） 
ヨーロッパ
 （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               

売上高               

(1)外部顧客に対する売

上高 
 56,633 12,159 17,969 6,181  92,943  － 92,943

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 4,619 42 24 370  5,056 (5,056) －

計  61,253 12,201 17,993 6,552  98,000 (5,056) 92,943

営業費用  62,002 12,794 19,523 5,967  100,288 (5,131) 95,156

営業利益又は 

営業損失（△） 
 △749 △593 △1,529 584  △2,287 (△74) △2,213

Ⅱ 資産  36,872 6,977 11,898 5,574  61,322 (3,413) 57,908

  
日本 

（百万円） 
北米 

（百万円） 
ヨーロッパ
 （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               

売上高               

(1)外部顧客に対する売

上高 
 51,025 8,941 16,489 8,224  84,681  － 84,681

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 5,090 15 0 1  5,108 (5,108) －

計  56,116 8,957 16,490 8,226  89,789 (5,108) 84,681

営業費用  54,977 9,030 15,912 7,283  87,204 (5,160) 82,044

営業利益又は 

営業損失（△） 
 1,138 △73 577 942  2,585 (△51) 2,636

Ⅱ 資産  38,683 5,980 10,404 6,753  61,822 (2,705) 59,116
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  (3）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 

   「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。 

   この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の営業損益は、北米で３百万円、そ

の他の地域で29百万円、それぞれ営業費用が減少し、ヨーロッパで86百万円、営業損失が増加し、営業利益

（又は営業損失）が同額減少（又は増加）しております。  

 （当連結会計年度） 

  該当事項はありません。 

５．追加情報 

 （前連結会計年度） 

 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」(4) 2)に記載のとおり、当社及び国内連結子会社

は、平成20年度の法人税法改正を契機に、当連結会計年度より有形固定資産の耐用年数を見直し、機械装置

の耐用年数を12年から９年に変更しております。 

 この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、日本において371百万円、営業費用が増加し、営業

損失が同額減少しております。 

 （当連結会計年度） 

該当事項はありません。 

  

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） 

 （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あります。 

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）国又は地域の区分の方法は、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 

(イ)北米    ……米国、カナダ 

(ロ)ヨーロッパ………フランス、スウェーデン、ドイツ 

(ハ)その他の地域……中国、インドネシア、タイ    

  

ｃ．海外売上高

  北米 ヨーロッパ その他の地域 計

Ⅰ．海外売上高（百万円）  12,496  17,737  7,246  37,481

Ⅱ．連結売上高（百万円）      92,943

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の割

合（％） 
 13.4  19.1  7.8  40.3

  北米 ヨーロッパ その他の地域 計

Ⅰ．海外売上高（百万円）  9,055  15,958  9,313  34,327

Ⅱ．連結売上高（百万円）      84,681

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の割

合（％） 
 10.7  18.8  11.0  40.5
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 （注） １株当たり当期純利益金額または当期純損失金額（△）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。 

  

（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)１株当たりの純資産額       149円61銭

(2)１株当たりの当期純損失金額 70円10銭

(1)１株当たりの純資産額   円 銭173 94

(2)１株当たりの当期純利益金額 円 銭22 24

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在せず、また、当期純損失のため

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金額につ

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) 

１株当たり当期純利益金額または当期純損

失金額（△） 
    

当期純利益または当期純損失（△）（百

万円） 
△3,720  1,180

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または当期純

損失（△）（百万円） 

  

△3,720  1,180

期中平均株式数（千株）  53,072  53,065

（重要な後発事象）
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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 3,535 5,310

受取手形 61 81

売掛金 9,488 11,174

商品及び製品 670 634

仕掛品 815 683

原材料及び貯蔵品 375 397

前渡金 132 199

短期貸付金 1,388 496

未収入金 413 403

その他 192 52

貸倒引当金 △5 △14

流動資産合計 17,068 19,417

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 3,865 3,475

構築物（純額） 542 469

機械及び装置（純額） 5,697 4,472

車両運搬具（純額） 7 4

工具、器具及び備品（純額） 810 624

土地 2,735 2,948

リース資産（純額） 366 429

建設仮勘定 354 315

有形固定資産合計 14,380 12,740

無形固定資産   

借地権 173 173

施設利用権 10 10

ソフトウエア 123 90

ソフトウエア仮勘定 548 646

無形固定資産合計 855 919

投資その他の資産   

投資有価証券 51 51

関係会社株式 4,014 4,177

従業員に対する長期貸付金 21 22

長期前払費用 49 50

その他 202 582

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 4,339 4,884

固定資産合計 19,575 18,544

資産合計 36,643 37,962
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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 3,322 4,619

買掛金 3,238 4,966

短期借入金 4,500 3,600

1年内返済予定の長期借入金 4,072 4,403

未払金 408 181

未払費用 1,397 2,075

未払法人税等 23 98

前受金 260 444

預り金 33 39

製品保証引当金 371 354

固定資産購入支払手形 409 86

その他 45 62

流動負債合計 18,083 20,931

固定負債   

長期借入金 10,307 8,553

リース債務 342 406

退職給付引当金 345 555

役員退職慰労引当金 103 116

関係会社事業損失引当金 458 －

繰延税金負債 97 80

固定負債合計 11,654 9,712

負債合計 29,738 30,643

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,985 5,985

資本剰余金   

資本準備金 4,791 4,791

資本剰余金合計 4,791 4,791

利益剰余金   

利益準備金 709 709

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 146 119

保険差益圧縮積立金 2 1

別途積立金 3,196 3,196

繰越利益剰余金 △7,894 △7,453

利益剰余金合計 △3,840 △3,426

自己株式 △31 △32

株主資本合計 6,905 7,318

純資産合計 6,905 7,318

負債純資産合計 36,643 37,962
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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   

製品売上高 55,136 50,852

商品売上高 277 276

売上高合計 55,413 51,129

売上原価   

製品期首たな卸高 917 670

当期製品製造原価 48,919 43,675

当期商品仕入高 271 271

合計 50,108 44,616

製品期末たな卸高 670 634

売上原価 49,437 43,982

売上総利益 5,975 7,146

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 1,754 1,400

役員報酬 154 136

給料及び賃金 1,974 1,602

退職給付費用 183 192

役員退職慰労引当金繰入額 30 42

福利厚生費 296 259

減価償却費 190 185

賃借料 292 221

旅費及び交通費 160 100

研究開発費 1,157 872

製品保証引当金繰入額 11 －

貸倒引当金繰入額 － 9

その他 994 1,180

販売費及び一般管理費合計 7,199 6,203

営業利益又は営業損失（△） △1,224 943

営業外収益   

受取利息 22 27

受取配当金 135 127

受取賃貸料 182 210

雑収入 131 111

営業外収益合計 471 476

営業外費用   

支払利息 263 259

貸与資産原価 186 193

為替差損 504 124

雑損失 104 109

営業外費用合計 1,059 687

経常利益又は経常損失（△） △1,811 732
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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) 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 83 －

製品保証引当金戻入額 55 －

固定資産売却益 － 4

関係会社事業損失引当金戻入額 － 458

その他 1 52

特別利益合計 140 515

特別損失   

固定資産除却損 338 131

関係会社株式評価損 4,679 －

関係会社事業損失引当金繰入額 458 －

減損損失 － 331

投資損失引当金繰入額 － 326

その他 210 23

特別損失合計 5,686 812

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △7,357 435

法人税、住民税及び事業税 10 48

法人税等還付税額 － △9

法人税等調整額 811 △17

法人税等合計 821 21

当期純利益又は当期純損失（△） △8,179 414
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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 5,985 5,985

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,985 5,985

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 4,791 4,791

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,791 4,791

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 709 709

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 709 709

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 179 146

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △33 △26

当期変動額合計 △33 △26

当期末残高 146 119

保険差益圧縮積立金   

前期末残高 2 2

当期変動額   

保険差益圧縮積立金の取崩 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 2 1

別途積立金   

前期末残高 5,396 3,196

当期変動額   

別途積立金の取崩 △2,200 －

当期変動額合計 △2,200 －

当期末残高 3,196 3,196

繰越利益剰余金   

前期末残高 △1,948 △7,894

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △8,179 414

固定資産圧縮積立金の取崩 33 26

保険差益圧縮積立金の取崩 0 0

別途積立金の取崩 2,200 －

当期変動額合計 △5,946 440

当期末残高 △7,894 △7,453
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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 4,339 △3,840

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △8,179 414

当期変動額合計 △8,179 414

当期末残高 △3,840 △3,426

自己株式   

前期末残高 △30 △31

当期変動額   

自己株式の取得 △1 △0

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 △1 △0

当期末残高 △31 △32

株主資本合計   

前期末残高 15,086 6,905

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △8,179 414

自己株式の取得 △1 △0

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 △8,181 413

当期末残高 6,905 7,318

純資産合計   

前期末残高 15,086 6,905

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △8,179 414

自己株式の取得 △1 △0

自己株式の処分 0 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － －

当期変動額合計 △8,181 413

当期末残高 6,905 7,318
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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

重要な会計方針

項目 
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） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1）子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

(1）子会社株式及び関連会社株式 

同左 

  (2）その他有価証券 (2）その他有価証券 

  時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

(1）商品及び製品 

総平均法による原価法（貸借対照表価

額については収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法） 

(1）商品及び製品 

同左 

  (2）仕掛品 

総平均法による原価法（貸借対照表価

額については収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法） 

(2）仕掛品 

同左 

  (3）原材料及び貯蔵品 

移動平均法による原価法（貸借対照表

価額については収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法） 

(3）原材料及び貯蔵品 

同左 

  （会計方針の変更）  

 通常の販売目的で保有するたな卸資産

のうち商品及び製品、仕掛品は、従来、

総平均法による原価法に、また、原材料

及び貯蔵品は移動平均法による原価法に

よっておりましたが、当事業年度より

「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）が適用されたことに伴い、商

品及び製品、仕掛品は総平均法による原

価法（貸借対照表価額については収益性

の低下に基づく簿価切下げの方法）によ

り、また、原材料及び貯蔵品は移動平均

法による原価法（貸借対照表価額につい

ては収益性の低下に基づく簿価切下げの

方法）により算定しております。 

 これにより、当事業年度の営業損失、

経常損失及び税引前当期純損失がそれぞ

れ32百万円増加しております。 

────── 
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項目 
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） 

３．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

 定率法によっております。ただし、平

成10年４月１日以降取得した建物（建物

附属設備を除く）については、定額法に

よっております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

建物         ３～50年 

機械及び装置       ９年 

工具、器具及び備品  ２～20年 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  

  （追加情報） 

 平成20年度の法人税法改正を契機に、

当事業年度より有形固定資産の耐用年数

を見直し、機械及び装置の耐用年数を12

年から９年に変更しております。 

 これにより、従来と同様の方法によっ

た場合と比較して、営業損失、経常損失

及び税引前当期純損失がそれぞれ362百

円増加しております。 

──────  

  

  (2）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、自社利用のソフトウエアについ

ては、社内における利用可能期間（５

年）に基づいております。 

(2）無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 
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項目 
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） 

  (3）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。  

（会計方針の変更） 

 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、当事業年度より、「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。 

 これによる損益への影響は軽微であり

ます。  

(3）リース資産 

同左 

  

  

  

  

  

  

   

────── 

  

４．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為

替相場により円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。 

同左 

５．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 売上債権・貸付金等の貸倒損失に備え

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。 

(1）貸倒引当金 

同左 

  (2）子会社株式評価引当金 

 関係会社株式の実質価額の低下による

損失に備え、出資先の資産内容等を勘案

して引当計上しております。 

(2）投資損失引当金 

 関係会社株式の実質価額の低下による

損失に備え、出資先の資産内容等を勘案

して引当計上しております。  

 なお、当該引当金は、前事業年度まで

は「子会社株式評価引当金」としており

ました。  

  (3）製品保証引当金 

 得意先からのクレームに対する費用の

支出に備えるため、当期の売上高に対応

して発生するクレーム費用を引当計上し

たものであり、その計上基準は過去の実

績比率によっております。 

(3）製品保証引当金 

同左 
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項目 
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） 

  (4）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当事

業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計上しておりま

す。 

 なお、会計基準変更時差異について

は、第81期において、有価証券を退職給

付信託に拠出することにより同額を一時

に費用処理するほか、残額については、

15年による按分額を費用処理し、また、

過去勤務債務は、その発生時の従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の年数（13

年）による定額法により費用処理してお

ります。 

 数理計算上の差異は、各事業年度の発

生時における従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（13年）による定額法

により按分した額をそれぞれ発生の翌事

業年度より費用処理することとしており

ます。 

また、当社の採用している年金制度に

ついて、平成16年12月７日を改訂日、平

成17年４月１日を施行日として規約型企

業年金制度にポイント制を導入し、また

一部を確定拠出年金制度に移行しており

ます。 

(4）退職給付引当金 

同左 

  (5）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出に備えて、内

規に基づく期末要支給額を計上しており

ます。 

(5）役員退職慰労引当金 

同左 

  (6）関係会社事業損失引当金 

 関係会社の事業の損失に備えるため、

当該会社の財政状態及び経営成績等を勘

案し、投資額を超えて当社が負担するこ

ととなる損失見込額を計上しておりま

す。  

(6）関係会社事業損失引当金 

同左 
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前事業年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）１．普通株式の自己株式数の増加11千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

２．普通株式の自己株式数の減少２千株は、単元未満株式の売渡しによる減少であります。 

  

当事業年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

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数の増加６千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

  

項目 
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） 

６．ヘッジ会計の方法  (1）ヘッジ会計の方法 

 金利スワップについては、特例処理

の要件を満たしているので特例処理を

採用しております。  

(1）ヘッジ会計の方法 

       同左  

   (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

・ヘッジ手段 

     金利スワップ取引 

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

・ヘッジ手段 

       同左 

  ・ヘッジ対象 

     変動金利の借入金利息  

・ヘッジ対象 

       同左 

   (3）ヘッジ方針 

  金利変動によるリスクを軽減するた

め、金利スワップを行なっておりま

す。  

 (3）ヘッジ方針 

        同左 

   (4）ヘッジの有効性の評価方法 

 特例処理によっている金利スワップ

について、有効性の評価を省略してお

ります。  

 (4）ヘッジの有効性の評価方法 

同左 

７．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

(1）消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜方式によっております。 

(1）消費税等の会計処理 

同左 

注記事項

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末株式
数（千株） 

当事業年度増加株
式数（千株） 

当事業年度減少株
式数（千株） 

当事業年度末株式
数（千株） 

普通株式（注）１,２  94  11  2  103

合計  94  11  2  103

  
前事業年度末株式
数（千株） 

当事業年度増加株
式数（千株） 

当事業年度減少株
式数（千株） 

当事業年度末株式
数（千株） 

普通株式（注）  103  6  －  110

合計  103  6  －  110
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 （注） １株当たり当期純利益金額または当期純損失金額（△）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。 

  

（１株当たり情報）

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) 

１株当たりの純資産額 130円12銭

１株当たりの当期純損失金額 154円13銭

１株当たりの純資産額 円 銭137 93

１株当たりの当期純利益金額 円 銭7 81

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在せず、また、当期純損失のため記載

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金額につい

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) 

１株当たり当期純利益金額または当期純損失

金額(△) 
    

当期純利益または当期純損失（△）（百万

円） 
 △8,179  414

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または当期純損

失(△)（百万円） 
 △8,179  414

期中平均株式数（千株）  53,072  53,065

（重要な後発事象）
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役員の異動

平成２２年６月２４日付予定

① 代表取締役及び取締役(執行役員兼務）

　　氏　　名 　新役職

    西    塚    勝    幸 　代表取締役社長 　代表取締役社長

    高    橋        昇 　代表取締役副社長 　代表取締役副社長

    栗    原    信    博 　取締役専務執行役員 　専務取締役

    工    藤    恭    一 　取締役専務執行役員

    福    田　 　　譲 　取締役専務執行役員 　専務取締役

    山    崎    清    彦 　取締役専務執行役員 　専務取締役

    青    澤    重    高 　取締役常務執行役員 　常務取締役

② 監査役

　　氏　　名 　新役職

　  長 谷 川　     達 　監査役（常勤） 　監査役（常勤）

    山    田    隆    哉 　監査役（非常勤） 　監査役（非常勤）

　  齊    藤　　 　潔 　監査役（非常勤） 　監査役（非常勤）

③ 退任取締役

　　氏　　名 　新役職 　現役職

    杉    本    尚    康 　常務執行役員 　常務取締役

    山    本    喜    宣 　執行役員 　取締役

    加    藤    圭    介 　常務執行役員 　取締役

    松    島    孝    男 　執行役員 　取締役

    栂    野    憲    夫 　執行役員 　取締役

    藤    井    治    敏 　技監 　取締役

６．その他

　現役職

　専務取締役

　現役職
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④ 執行役員(◎印は新任）

　　氏　　名 　新役職 　現役職

◎     石    川         毅 　常務執行役員

    西    村    　   悟 　執行役員 　上席執行役員

    川    鍋    茂    樹 　執行役員 　上席執行役員

    内    田    隆    彦 　執行役員 　上席執行役員

    鈴    木 　      剛 　執行役員 　執行役員

    池  ヶ  谷 　   勲 　執行役員 　執行役員

    山    田    悟    央 　執行役員 　執行役員

    加    藤    治    司 　執行役員 　執行役員

◎     高    柳    守    孝 　執行役員 　生産管理部長

◎     山    本    豊    文 　執行役員 　財務経理部長

⑤ 退任執行役員

　　　　氏　　名 　新役職 　現役職

    岩    井    秀    明 　㈱富士機工クラタ社長

    鈴    木    義    規 　参与 　執行役員

    大    下    晴    美 　執行役員

　　　　　以　　　　上

　技監

　執行役員（㈱富士機工クラタ社長）
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