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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 101,041 △0.9 4,975 51.8 4,932 49.9 2,876 87.5
21年3月期 101,942 △9.8 3,277 △40.4 3,290 △40.5 1,534 47.6

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 31.78 ― 5.1 5.5 4.9
21年3月期 16.94 ― 2.8 3.6 3.2

（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 93,350 57,296 61.4 632.93
21年3月期 87,273 54,602 62.6 603.13

（参考） 自己資本   22年3月期  57,296百万円 21年3月期  54,602百万円

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 12,093 △8,290 △623 7,694
21年3月期 5,984 △7,532 △593 4,515

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 ― 2.00 2.00 181 11.8 0.3
22年3月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00 181 6.3 0.3

23年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 2.00 2.00 9.1

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）

(注) 第2四半期連結累計期間の業績予想は行っておりません。 

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

― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 105,000 3.9 3,500 △29.7 3,500 △29.0 2,000 △30.5 22.09
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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） 

(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、15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 90,655,636株 21年3月期 90,655,636株

② 期末自己株式数 22年3月期  128,979株 21年3月期  124,864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 99,296 △0.1 4,801 54.3 4,801 47.8 2,768 56.3
21年3月期 99,360 △9.6 3,112 △38.1 3,248 △38.0 1,771 100.6

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 30.58 ―

21年3月期 19.56 ―

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 90,969 55,074 60.5 608.38
21年3月期 84,960 52,489 61.8 579.79

（参考） 自己資本 22年3月期  55,074百万円 21年3月期  52,489百万円

※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) 
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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
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。 
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(当期の経営成績) 

平成21年度の国内自動車販売台数は、世界同時不況の影響があったものの、エコカー減税や新車購入

補助金制度の効果により、前年度比3.8％増の488万台と4年ぶりの増加に転じました。普通自動車は前

年度比22.7％増の134万台と2年ぶりの増加、小型乗用車は前年度比9.1％増の155万8千台と4年ぶりの増

加となりましたが、軽自動車は前年度比6.1％減の169万8千台と3年連続の減少となりました。  

 また、輸出につきましては、前年度を大きく下回りました。  

  

 このような状況下におきまして、当連結会計年度の売上高は前年度比0.9％減の101,041百万円となり

ました。  

 売上高を製品別にみますと、エンジンにつきましては、日産自動車株式会社の中近東向け「アルメー

ラ」や国内向け「マーチ」搭載分などが減少したものの、国内向け「ティーダ」、「ノート」、「キュ

ーブ」搭載分及び韓国ルノー三星自動車株式会社向けなどが増加したことにより、前年度比5.8％増の

50,441百万円となりました。  

 マニュアルトランスミッションにつきましては、日産自動車株式会社の輸出用「ピックアップ」搭載

分や韓国ルノー三星自動車株式会社向けのトランスミッションなどが減少したことにより、前年度比

30.8％減の17,186百万円となりました。  

 自動車部分品ほかにつきましては、中国向けエンジン部品などが増加したことにより、前年度比

13.7％増の33,414百万円となりました。  

  

 損益面におきましては、売上高はほぼ横ばいであったものの、コスト低減などの効率化・合理化への

取り組みを迅速かつ強力に推進した結果、当連結会計年度の営業利益は前年度比51.8％増の4,975百万

円、経常利益は前年度比49.9％増の4,932百万円となりました。また、当期純利益は、前年度比87.5％

増の2,876百万円となりました。 

  

(次期の見通し) 

当社グループを取り巻く経営環境は、為替や原材料価格の動向が不透明であることや、中国やインド

などの新興国との競争が激化するなど、今後も厳しい状況が続くものと認識しております。 

 一方、地球温暖化への対応やエネルギーの枯渇が懸念される中、ゼロ・エミッションである電気自動

車が注目されておりますが、普及には時間を要することから、既存の内燃機関に対する一層の性能向上

が望まれております。 

 こうした中、当社は経営の効率化・合理化、並びに品質改善活動を更に進める一方で、低燃費・低

CO2、低コストのエンジンの開発・生産に注力するとともに、次世代のクルマづくりに貢献する新技

術・新商品の開発、並びに新規顧客の開拓を強化し、新たなオポチュニティの創出に挑戦してまいりま

す。 

   

 このような状況のなか、平成22年度の連結業績につきましては、以下のとおり予想しております。 

 
※上記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。 

  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

売上高 105,000百万円 (対前年度比 3.9％増)

営業利益 3,500百万円 (対前年度比29.7％減)

経常利益 3,500百万円 (対前年度比29.0％減)

当期純利益 2,000百万円 (対前年度比30.5％減)

愛知機械工業(株)(7263) 平成22年3月期決算短信

― 3 ―



①資産、負債及び純資産の状況 

(資産) 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べ43.4％増加し、35,979百万円となりました。これは主に、受取

手形及び売掛金、並びに預け金が増加したことなどによります。  

 固定資産は、前連結会計年度末に比べ7.7％減少し、57,371百万円となりました。これは主に、有形

固定資産が減少したことなどによります。 

 この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べ7.0％増加し、93,350百万円となりました。  

  

(負債)  

 流動負債は、前連結会計年度末に比べ13.3％増加し、27,892百万円となりました。これは主に、支払

手形及び買掛金が増加したことなどによります。  

 固定負債は、前連結会計年度末に比べ1.3％増加し、8,161百万円となりました。これは主に、退職給

付引当金が増加したことなどによります。  

 この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べ10.4％増加し、36,053百万円となりました。  

  

(純資産)  

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べ4.9％増加し、57,296百万円となりました。これは主に、利

益剰余金が増加したことなどによります。  

  

②キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は7,694百万円となり、前連

結会計年度末に比べ3,179百万円(70.4％)増加しました。当連結会計年度における各キャッシュ・フロ

ーの状況と増減の要因は次のとおりとなります。  

  

(営業活動によるキャッシュ・フロー)  

 当連結会計年度における営業活動による資金の増加は12,093百万円となり、前連結会計年度と比べ

6,108百万円増加しました。これは主に、税金等調整前当期純利益が増加したことや、法人税等の支払

額及び製品保証引当金の取崩額が減少したことなど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)  

 当連結会計年度における投資活動による資金の減少は8,290百万円となり、前連結会計年度と比べ757

百万円減少額が拡大しました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が増加したことなどによる

ものであります。  

  

(財務活動によるキャッシュ・フロー)  

 当連結会計年度における財務活動による資金の減少は623百万円となり、前連結会計年度と比べ大き

な増減はありませんでした。 

  

 当社は、長期にわたり安定的な経営基盤の確保に努めるとともに、配当については、安定配当の継続

を基本方針としております。 

 当期の当社単独の期末配当金は、前期と同額の1株当たり2円とさせていただく予定であります。ま

た、次期の配当金につきましては、当期と同様に1株当たり期末配当2円とし、第2四半期末の中間配当

については見送りとさせていただく予定であります。 

  

(2) 財政状態に関する分析

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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 最近の有価証券報告書(平成21年6月26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。 

  

 当社は「常に信頼性のある優秀な製品を廉価に生産して社会に貢献する」を社是とし、「クルマに関

連した『モノづくり』を通じて社会と調和しながら、『人の豊かさ』を追求する」という経営理念のも

と、時代の多様なニーズにあった高性能・高品質で環境に優しいエンジン、マニュアルトランスミッシ

ョンなどを、より豊かなクルマ社会のために、お客様にお届けしております。 

  

 当社グループは、収益性を重視する観点から「売上高営業利益率」を経営指標としております。  

 当連結会計年度の売上高営業利益率は4.9％(前年度3.2％)となりました。また、平成22年度は3.3％

を予想しております。  

  

 当社グループは、将来も競争力のある企業として存続していくために、平成21年度を初年度とする4

ヵ年の中期経営計画を策定し、今後の成長基盤の構築にも取り組んでおります。  

 具体的には、中期経営計画のテーマを「深化と挑戦」とし、当社グループの技術力をさらに深化させ

ることで、現在のパワートレインを「超低燃費」や「洗練されたシフト感」といった究極の姿にまで追

求してまいります。さらに、電気自動車をはじめとする次世代のクルマづくりに貢献すべく新技術、新

商品の開発並びに新規顧客の開拓を強化し、新たなオポチュニティの創出に挑戦してまいります。 

  

2. 企業集団の状況

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

愛知機械工業(株)(7263) 平成22年3月期決算短信
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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 49 67

受取手形及び売掛金 11,165 18,777

商品及び製品 139 186

仕掛品 3,170 3,260

原材料及び貯蔵品 765 564

預け金 4,465 7,627

繰延税金資産 2,891 2,862

その他 2,454 2,654

貸倒引当金 △14 △22

流動資産合計 25,088 35,979

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,858 9,217

機械装置及び運搬具（純額） 29,086 32,347

土地 6,125 6,094

建設仮勘定 10,575 2,862

その他（純額） 1,920 1,928

有形固定資産合計 55,566 52,451

無形固定資産 208 202

投資その他の資産   

投資有価証券 241 218

長期貸付金 9 9

繰延税金資産 6,078 4,424

その他 90 74

貸倒引当金 △9 △9

投資その他の資産合計 6,410 4,717

固定資産合計 62,185 57,371

資産合計 87,273 93,350
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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 10,030 15,762

リース債務 393 426

未払金 4,883 1,818

未払費用 6,083 6,418

未払法人税等 89 361

製品保証引当金 2,966 2,962

その他 164 143

流動負債合計 24,611 27,892

固定負債   

リース債務 986 832

製品保証引当金 1,798 1,929

退職給付引当金 5,007 5,192

その他 267 207

固定負債合計 8,059 8,161

負債合計 32,671 36,053

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,518 8,518

資本剰余金 12,345 12,345

利益剰余金 33,775 36,470

自己株式 △36 △37

株主資本合計 54,602 57,296

純資産合計 54,602 57,296

負債純資産合計 87,273 93,350
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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 101,942 101,041

売上原価 94,080 91,034

売上総利益 7,862 10,007

販売費及び一般管理費 4,584 5,032

営業利益 3,277 4,975

営業外収益   

受取利息 47 24

受取配当金 19 8

固定資産賃貸料 30 16

その他 13 22

営業外収益合計 111 72

営業外費用   

支払利息 20 16

減価償却費 52 90

租税公課 20 3

その他 5 4

営業外費用合計 98 115

経常利益 3,290 4,932

特別利益   

固定資産売却益 1 220

特別利益合計 1 220

特別損失   

投資有価証券評価損 53 23

固定資産除却損 162 311

リース会計基準の適用に伴う影響額 37 －

その他 1 2

特別損失合計 255 336

税金等調整前当期純利益 3,036 4,815

法人税、住民税及び事業税 47 256

法人税等調整額 1,455 1,682

法人税等合計 1,502 1,938

当期純利益 1,534 2,876
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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 8,518 8,518

当期末残高 8,518 8,518

資本剰余金   

前期末残高 12,345 12,345

当期末残高 12,345 12,345

利益剰余金   

前期末残高 32,422 33,775

当期変動額   

剰余金の配当 △181 △181

当期純利益 1,534 2,876

当期変動額合計 1,353 2,695

当期末残高 33,775 36,470

自己株式   

前期末残高 △31 △36

当期変動額   

自己株式の取得 △4 △1

当期変動額合計 △4 △1

当期末残高 △36 △37

株主資本合計   

前期末残高 53,254 54,602

当期変動額   

剰余金の配当 △181 △181

当期純利益 1,534 2,876

自己株式の取得 △4 △1

当期変動額合計 1,348 2,694

当期末残高 54,602 57,296

純資産合計   

前期末残高 53,254 54,602

当期変動額   

剰余金の配当 △181 △181

当期純利益 1,534 2,876

自己株式の取得 △4 △1

当期変動額合計 1,348 2,694

当期末残高 54,602 57,296
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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 3,036 4,815

減価償却費 8,034 8,169

貸倒引当金の増減額（△は減少） △11 8

製品保証引当金の増減額（△は減少） △3,197 126

退職給付引当金の増減額（△は減少） △214 184

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △133 －

受取利息及び受取配当金 △67 △33

支払利息 20 16

固定資産売却損益（△は益） △1 △220

固定資産除却損 162 311

リース会計基準の適用に伴う影響額 37 －

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 53 23

売上債権の増減額（△は増加） 8,836 △7,611

たな卸資産の増減額（△は増加） 534 63

仕入債務の増減額（△は減少） △7,084 5,798

未払費用の増減額（△は減少） △2,215 335

未払消費税等の増減額（△は減少） △406 390

その他 85 △531

小計 7,469 11,846

利息及び配当金の受取額 67 33

利息の支払額 △20 △16

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △1,532 230

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,984 12,093

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 △7,488 △8,496

有形固定資産の売却による収入 9 268

貸付金の回収による収入 0 －

その他 △55 △62

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,532 △8,290

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 △407 △441

配当金の支払額 △181 △181

自己株式の取得による支出 △4 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △593 △623

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,141 3,179

現金及び現金同等物の期首残高 6,657 4,515

現金及び現金同等物の期末残高 4,515 7,694
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該当事項はありません。 

  

(会計処理基準に関する事項) 

重要な引当金の計上基準 

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(1,092百万円)については、主として15年による按分額を当該年数に

わたって費用の減額処理をしております。  

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。  

 (追加情報) 

当連結会計年度における過去勤務債務及び数理計算上の差異の償却年数について、従来、従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数として14年を採用しておりましたが、従業員の平均残存勤

務期間が14年を下回ったため、償却年数を13年としております。  

この結果、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度における営業利益、経常利益及び

税金等調整前当期純利益が74百万円減少しております。 

  

なお、上記会計処理基準に関する事項以外は、最近の有価証券報告書(平成21年6月26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おります。 
  

  

(5) 継続企業の前提に関する注記

(6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
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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)普通株式の自己株式の株式数の増加18千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

  
②新株予約権等に関する事項 

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 

 
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 

 
  

(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

百万円 百万円

①有形固定資産の減価償却累計額 132,289 136,818

②保証債務残高 314 260

③預け金

 日産系ファイナンス会社に対する資金の寄託であります。

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度 当連結会計年度

百万円 百万円

 研究開発費の総額

 一般管理費及び当年度製造費用に含まれる研究開発費 66 60

(連結株主資本等変動計算書関係)

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 
(千株)

増加株式数
(千株)

減少株式数
(千株)

株式数
(千株)

 発行済株式

  普通株式 90,655 － － 90,655 

  合 計 90,655 － － 90,655 

 自己株式

  普通株式 105 18 － 124 

  合 計 105 18 － 124 

(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27日  
定時株主総会

普通株式 181 2.00 平成20年3月31日 平成20年6月30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 181 利益剰余金 2.00 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 

 
(注)普通株式の自己株式の株式数の増加4千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

  

②新株予約権等に関する事項 

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 

 
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。 

   
  

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 

 
  

  

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 
(千株)

増加株式数
(千株)

減少株式数
(千株)

株式数
(千株)

 発行済株式

  普通株式 90,655 － － 90,655 

  合 計 90,655 － － 90,655 

 自己株式

  普通株式 124 4 － 128 

  合 計 124 4 － 128 

(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 181 2.00 平成21年3月31日 平成21年6月29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29日 
定時株主総会 普通株式 181 利益剰余金 2.00 平成22年3月31日 平成22年6月30日

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度 当連結会計年度

百万円 百万円

現金及び預金勘定 49 67

預け金勘定 4,465 7,627

現金及び現金同等物 4,515 7,694
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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)及び当連結会計年度（自 平成21年4月1日

至 平成22年3月31日) 

当社グループの主要な事業は、エンジン、マニュアルトランスミッション及び自動車部分品の製造・

販売であり、自動車関連事業の売上高、営業利益及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計、営

業利益及び全セグメント資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、その記載を省

略しております。 

  

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)及び当連結会計年度（自 平成21年4月1日

至 平成22年3月31日) 

当社グループには、本国以外の区分に属する国又は地域に所在する連結子会社及び支店がないため、

該当事項はありません。 

  

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) 

海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

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.  国又は地域の区分の方法は、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) アジア …………… 韓国、マレーシア 

(2) その他の地域 …… フランス、ルーマニア、米国 

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

  

  当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

  

  該当事項はありません。 

  

  該当事項はありません。 

  

(セグメント情報)

アジア その他の地域 計

Ⅰ  海外売上高(百万円) 7,773 3,204 10,977

Ⅱ  連結売上高(百万円) 101,041

Ⅲ  連結売上高に占める 
    海外売上高の割合(％)

7.7 3.2 10.9

(デリバティブ取引関係)

(ストック・オプション等関係)

(企業結合等関係)
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（注）1．潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、潜在株式がないため記載しておりません。 

2．１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、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
略しております。 
  

 
  

(１株当たり情報)

前連結会計年度 当連結会計年度

円 銭 円 銭

１株当たり純資産額 603.13 632.93

１株当たり当期純利益 16.94 31.78

前連結会計年度 当連結会計年度

百万円 百万円

当期純利益 1,534 2,876

普通株主に帰属しない金額 － －

普通株式に係る当期純利益 1,534 2,876

千株 千株

普通株式の期中平均株式数 90,540 90,529

(重要な後発事象)

(開示の省略)

(8) 連結製品別売上高の内訳

区 分

前連結会計年度 当連結会計年度

増 減
増減率

 (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)

台 数 金 額 台 数 金 額 台 数 金 額

台 百万円 台 百万円 台 百万円 ％

エンジン 444,189 47,698 485,176 50,441 40,987 2,743 5.8

マニュアルトランス 
ミッション 271,095 24,847 199,761 17,186 △71,334 △7,661 △30.8

自動車部分品ほか － 29,396 － 33,414 － 4,017 13.7

合計 － 101,942 － 101,041 － △900 △0.9
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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 9 4

受取手形 6 10

売掛金 10,968 18,597

商品及び製品 97 148

仕掛品 3,131 3,225

原材料及び貯蔵品 592 427

前渡金 1,105 1,588

未収入金 1,292 1,095

預け金 3,368 6,288

繰延税金資産 2,878 2,851

その他 46 2

貸倒引当金 △13 △21

流動資産合計 23,483 34,218

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 6,632 7,986

構築物（純額） 802 841

機械及び装置（純額） 28,655 31,966

車両運搬具（純額） 158 155

工具、器具及び備品（純額） 1,902 1,917

土地 5,923 5,892

建設仮勘定 10,573 2,862

有形固定資産合計 54,649 51,621

無形固定資産   

ソフトウエア 194 189

電話加入権 6 6

施設利用権 2 2

無形固定資産合計 203 198

投資その他の資産   

投資有価証券 223 200

関係会社株式 235 235

長期貸付金 9 9

長期前払費用 0 1

繰延税金資産 6,077 4,422

その他 86 70

貸倒引当金 △9 △9

投資その他の資産合計 6,623 4,930

固定資産合計 61,476 56,750

資産合計 84,960 90,969
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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 221 280

買掛金 9,605 15,350

リース債務 393 426

未払金 4,815 1,736

未払費用 6,068 6,436

未払法人税等 78 349

前受金 12 0

預り金 88 98

設備関係支払手形 211 143

製品保証引当金 2,966 2,962

流動負債合計 24,461 27,784

固定負債   

リース債務 986 832

製品保証引当金 1,798 1,929

退職給付引当金 4,974 5,158

その他 249 189

固定負債合計 8,009 8,110

負債合計 32,471 35,894

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,518 8,518

資本剰余金   

資本準備金 12,345 12,345

資本剰余金合計 12,345 12,345

利益剰余金   

利益準備金 2,129 2,129

その他利益剰余金   

特別償却準備金 61 101

固定資産圧縮積立金 28 －

別途積立金 23,750 23,750

繰越利益剰余金 5,692 8,267

利益剰余金合計 31,661 34,249

自己株式 △36 △37

株主資本合計 52,489 55,074

純資産合計 52,489 55,074

負債純資産合計 84,960 90,969
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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 99,360 99,296

売上原価   

製品期首たな卸高 318 97

当期製品製造原価 92,111 90,125

合計 92,429 90,222

製品他勘定振替高 86 35

製品期末たな卸高 97 148

売上原価合計 92,245 90,038

売上総利益 7,114 9,258

販売費及び一般管理費 4,002 4,456

営業利益 3,112 4,801

営業外収益   

受取利息 45 22

受取配当金 121 27

固定資産賃貸料 58 43

その他 6 20

営業外収益合計 232 113

営業外費用   

支払利息 20 16

減価償却費 52 90

租税公課 20 3

その他 2 3

営業外費用合計 95 113

経常利益 3,248 4,801

特別利益   

固定資産売却益 1 220

特別利益合計 1 220

特別損失   

投資有価証券評価損 53 23

固定資産除却損 156 308

リース会計基準の適用に伴う影響額 37 －

その他 － 2

特別損失合計 247 333

税引前当期純利益 3,002 4,687

法人税、住民税及び事業税 13 238

法人税等調整額 1,218 1,681

法人税等合計 1,231 1,919

当期純利益 1,771 2,768
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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 8,518 8,518

当期末残高 8,518 8,518

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 12,345 12,345

当期末残高 12,345 12,345

資本剰余金合計   

前期末残高 12,345 12,345

当期末残高 12,345 12,345

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 2,129 2,129

当期末残高 2,129 2,129

その他利益剰余金   

特別償却準備金   

前期末残高 80 61

当期変動額   

特別償却準備金の積立 － 59

特別償却準備金の取崩 △19 △18

当期変動額合計 △19 40

当期末残高 61 101

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 57 28

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △28 △28

当期変動額合計 △28 △28

当期末残高 28 －

別途積立金   

前期末残高 23,750 23,750

当期末残高 23,750 23,750

繰越利益剰余金   

前期末残高 4,053 5,692

当期変動額   

剰余金の配当 △181 △181

当期純利益 1,771 2,768

特別償却準備金の積立 － △59

特別償却準備金の取崩 19 18

固定資産圧縮積立金の取崩 28 28

当期変動額合計 1,638 2,575

当期末残高 5,692 8,267
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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 30,071 31,661

当期変動額   

剰余金の配当 △181 △181

当期純利益 1,771 2,768

特別償却準備金の積立 － －

特別償却準備金の取崩 － －

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

当期変動額合計 1,589 2,587

当期末残高 31,661 34,249

自己株式   

前期末残高 △31 △36

当期変動額   

自己株式の取得 △4 △1

当期変動額合計 △4 △1

当期末残高 △36 △37

株主資本合計   

前期末残高 50,903 52,489

当期変動額   

剰余金の配当 △181 △181

当期純利益 1,771 2,768

自己株式の取得 △4 △1

当期変動額合計 1,585 2,585

当期末残高 52,489 55,074

純資産合計   

前期末残高 50,903 52,489

当期変動額   

剰余金の配当 △181 △181

当期純利益 1,771 2,768

自己株式の取得 △4 △1

当期変動額合計 1,585 2,585

当期末残高 52,489 55,074
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該当事項はありません。 
  

  

                              きく  ち    のぶ ゆき  

 常勤監査役      菊 池  伸 行 (現 執行役員) 

                                

                              すず  き    やす ゆき  

 監査役(非常勤)    鈴 木  靖 之 (現 株式会社フコク 監査役) 

  

                              はやし   しげ はる  

              林    重 晴 (現 常勤監査役) 

                                

                              ひら  た    しょうぞう  

              平 田  省 三 (現 監査役(非常勤)) 

  

  

以 上

  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

6. その他

(1) 役員の異動(平成22年6月29日付)

    新任監査役候補者

    退任予定監査役
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