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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 104,712 △33.5 △1,359 ― △1,028 ― △2,939 ―
21年3月期 157,487 △15.1 2,753 △75.2 2,190 △78.7 △1,945 ―

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 △27.05 ― △8.1 △1.0 △1.3
21年3月期 △17.45 ― △4.8 2.0 1.7

（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 106,371 39,952 32.9 321.98
21年3月期 99,167 42,755 38.0 346.57

（参考） 自己資本   22年3月期  34,990百万円 21年3月期  37,665百万円

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 2,704 △6,909 4,786 9,590
21年3月期 10,465 △9,837 △64 8,723

2.  配当の状況 

※23年３月期の配当金につきましては、未定とさせていただきます。 

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 ― 4.50 ― 1.00 5.50 620 ― 1.5
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 68,500 51.4 3,150 ― 2,900 ― 1,650 ― 15.18

通期 128,300 22.5 5,000 ― 4,550 ― 2,750 ― 25.30
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4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、15ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（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、18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 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 114,007,210株 21年3月期 114,007,210株
② 期末自己株式数 22年3月期  5,332,985株 21年3月期  5,326,478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 73,954 △32.3 △1,101 ― △363 ― △2,133 ―
21年3月期 109,286 △10.3 2,413 △71.0 2,600 △68.2 △2,102 ―

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 △19.63 ―
21年3月期 △18.87 ―

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 83,165 31,760 38.2 292.25
21年3月期 75,147 33,720 44.9 310.27

（参考） 自己資本 22年3月期  31,760百万円 21年3月期  33,720百万円

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 
本資料に記載されている業績予想数値は、現時点において入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって大きく異
なる結果となる可能性がありますのでご承知おきください。業績予想の前提となる仮定およ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）経営成績の分析」をご覧ください。 

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

47,500 48.3 2,000 ― 2,450 ― 1,900 ― 17.48

通期 89,500 21.0 3,100 ― 4,000 ― 3,200 ― 29.45
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(1）経営成績に関する分析 

 当連結会計年度の国内経済は、中国を始めとした新興国の伸長に伴う輸出の拡大により、緩やかな回復を見せつつ

ありますが、民間設備投資・雇用情勢にはまだ明るさは見られず、本格的な回復には至らないまま推移いたしまし

た。 

 当社グループを取り巻く事業環境につきましては、国内の普通トラック需要は、長引く景気の低迷の影響を受け

て、前連結会計年度を大きく下回る41千台（前連結会計年度比約21千台減）となり、輸出は徐々に回復の兆しを見せ

ておりますが、前連結会計年度に対して低い水準に留まっております。 

 建設機械需要につきましては、国内、輸出とも前連結会計年度に比べ極めて低い水準で推移いたしました。しかし

ながら、第３四半期からは、中国を始めとした新興国の需要回復により、建設機械の全体需要も回復しつつありま

す。 

 このような状況の中で当社は「コア商品（フレーム・アクスル・サスペンション・建設機械用キャブ）の世界NO.

１の実現」の企業ビジョンのもと、コア商品の競争力強化をはかりながら、拡販活動に取り組んでまいりました。当

連結会計年度の拡販活動の成果として、日野自動車株式会社より大型アクスルハウジングの溶接組立・機械加工を受

注（平成22年１月生産開始）し、また、コベルコ建機株式会社より建設機械用キャブを受注（平成22年１月生産開

始）いたしました。  

  

 以上の結果、当連結会計年度の売上高は、前連結会計年度比33.5％減の1,047億12百万円となりました。 

 このような大幅な売上の減少に対応するため、当社グループは一丸となって、固定費や経費の徹底した削減、生産

量に見合う要員の 適化などの諸施策を実施し、付加価値の拡大、コストの極小化に取り組んでまいりました。また

一方では生産革新を狙ったNVC（New Value Creation）活動での新しいライン造りを着実に進めております。  

 その結果、第３四半期から営業損益、経常損益が黒字に転化し、収益の改善が進みましたが、通期では大幅な赤字

の計上を余儀なくされました。 

 以上の結果、当連結会計年度の利益につきましては、営業損失は13億59百万円（前連結会計年度は27億53百万円の

営業利益）、経常損失は10億28百万円（前連結会計年度は21億90百万円の経常利益）、当期純損失は29億39百万円

（前連結会計年度は19億45百万円の当期純損失）となりました。 

  

 事業部門別の業績につきましては、次のとおりであります。 

（自動車部分品） 

 国内の普通トラック需要の低迷や輸出の落ち込みの影響により、売上高は前連結会計年度比30.8％減の761億87百

万円となりました。 

（建設機械用部分品） 

 世界的な建設機械の需要減少の影響により、売上高は前連結会計年度比50.1％減の131億80百万円となりました。 

（自動車組立） 

 マツダ株式会社のトラック系商用車の組立台数の減少の影響により、売上高は前連結会計年度比21.3％減の105億

52百万円となりました。 

（自動車用プレス金型及び組立機器） 

 金型の需要減少の影響により、売上高は前連結会計年度比27.2％減の13億５百万円となりました。 

（その他） 

 売上高は前連結会計年度比40.1％減の34億86百万円となりました。 

  

 当連結会計年度のセグメント情報につきましては、所在地別セグメントの業績は、日本の売上高は前連結会計年度

比414億30百万円(33.9％)減の806億14百万円、営業利益は前連結会計年度比41億57百万円(76.2％)減の12億96百万

円、タイの売上高は前連結会計年度比47億33百万円(24.3％)減の147億47百万円、営業損失は２億１百万円(前連結会

計年度は４億58百万円の営業利益)、アメリカの売上高は前連結会計年度比21億22百万円(28.7％)減の52億60百万

円、営業損失は５億30百万円(前連結会計年度は10億98百万円の営業損失)、その他の売上高は前連結会計年度比49億

56百万円(42.9％)減の66億７百万円、営業利益は前連結会計年度比36百万円(4.2％)減の８億42百万円となりまし

た。 

 当社グループを取り巻く事業環境につきましては、普通トラック需要、建設機械需要ともに回復基調にはあるもの

の、引き続き予断を許さない状況が続くものと思われます。 

 このような環境下、当社グループは、需要の変化に対し迅速に諸施策を実行し、収益の 大化に努めてまいりま

す。建設機械につきましては、国内外で需要の伸びが見込まれるため、確実に収益につなげる活動を推進してまいり

ます。そして、引き続き付加価値の拡大、コストの極小化を進めてまいります。 

１．経営成績
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 さらに、平成22年４月１日付で当社及び国内・海外の関係会社の管理組織を統合し、連結経営の強化をはかってま

いります。また、中長期的な成長に向けて、以下の施策に取り組み、当社商品の競争力を高め、拡販活動を行ってま

いります。 

 ①NVC活動による生産革新の推進 

  生産ラインの統合による全体効率を向上させるとともに、ラインの汎用化、自動化と 適生産システムを構築 

 してまいります。 

 ②ロボット化による省人化、品質の向上 

  生産設備のロボット化により、省人化とさらなる品質の向上、安定化を推進してまいります。 

 ③技術開発の推進 

  コア商品を中心に、さらに技術開発を進め、商品力強化をはかってまいります。  

  

 株主の皆様におかれましては、当社グループの経営に深いご理解をいただき、今後ともなお一層のご支援、ご鞭撻

を賜りますようお願い申し上げます。 

  

 次期の連結業績予想につきましては、売上高1,283億円、営業利益50億円、経常利益45億50百万円、当期純利益27

億50百万円を予定しております。 

（業績予想に関する注意事項） 

 本資料に記載の業績予想数値は、現時点において入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は、今

後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性がありますのでご承知おき下さい。 

  

(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は、前連結会計年度末に比べて72億３百万円増の1,063億71百万円となりました。こ

れは主として、受取手形及び売掛金が59億25百万円増加したことによるものであります。 

 当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べて100億７百万円増の664億19百万円となりました。こ

れは主として、長期借入金が62億64百万円、支払手形及び買掛金が28億18百万円それぞれ増加したことによるもの

であります。 

 当連結会計年度の純資産の部は、前連結会計年度末に比べて28億３百万円減の399億52百万円となりました。こ

れは主として、前連結会計年度末に比べて利益剰余金が30億74百万円減少したことによるものであります。この結

果、自己資本比率は、32.9％となりました。 

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および現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度比８億67百万円増の

95億90百万円となりました。 

 当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動により得られた資金は、前連結会計年度比77億61百万円減の27億４百万円となりました。これは主とし

て税金等調整前当期純損失の増加及び売上債権の増加等によるものであります。              

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動で使用した資金は、前連結会計年度比29億27百万円減の69億９百万円となりました。これは主として有

形固定資産の取得による支出の減少等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動により得られた資金は、前連結会計年度比48億51百万円増の47億86百万円となりました。これは主とし

て長期借入金による収入等によるものであります。 
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（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数をベースに計算しております。 

（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 

 当社は株主の皆様への利益配当を 重要事項の一つと認識し、「安定的・持続的高収益の確保」の基本方針の下、

企業価値の向上を目指しております。 

 配当に関しましては、業績・配当性向等を総合的に勘案し、株主の皆様のご期待にお応えしていきたいと考えてお

ります。 

 内部留保金につきましては、企業体質の強化に努めるとともに、長期的視野に立ち、事業拡大に向け有効に利用

し、業績の向上に努めてまいります。 

 当期の配当につきましては、当期の業績から、株主の皆様には大変申し訳ございませんが、無配とさせていただく

予定です。 

 次期の配当につきましては、現時点では未定とさせていただき、上期の実績と下期の状況を勘案し、決定させてい

ただく予定です。 

(4）事業等のリスク 

 以下において、当社グループの事業その他に関するリスク要因になると考えられる主な事項を記載しております。

 当社グループは、これらのリスクの存在を認識したうえで、発生の回避および発生した場合の対応に努める方針で

あります。なお、以下における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したもの

であります。  

①経済状況 

 当社グループの営業収入は、当社グループの主要製品である自動車部分品や建設機械用部分品を販売している日

本、アジア、北米、欧州などの各市場の経済状況の影響を受けます。これらの市場の景気後退や需要構造の変化によ

る需要減少は、当社グループの経営成績および財政状態へ悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

②海外事業 

 当社グループは、日本、アジア、北米、欧州で事業活動を行っておりますが、これらの事業で以下のようなリスク

が発生した場合、当社グループの経営成績および財政状態へ悪影響を及ぼす可能性があります。 

 ・政治・経済の不安定化や社会的混乱 

 ・法令、規制、税制の変更 

 ・労働争議  

 ・戦争、テロ 

  

  平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期

自己資本比率（％）  36.1  36.1  36.6  38.0  32.9

時価ベースの自己資本比率

（％） 
 77.3  60.0  47.2  10.5  23.8

キャッシュ・フロー対有利

子負債比率（年） 
 2.3  2.0  1.7  2.0  10.0

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍） 
 16.5  18.0  24.3  33.4  6.5
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③製品の欠陥 

 当社グループは、国際的に認知されている品質管理基準に基づき、製品品質の安定と向上に取り組んでおります。

しかし、全ての製品について欠陥がなく、将来においてリコールなどの問題が発生しないという保証はありません。

 リコールや製造物責任賠償につながる製品の欠陥は、多額のコストを発生させ、当社グループの評価にも大きな影

響を与え、当社グループの経営成績および財政状態へ悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

④材料・部品の調達 

 当社グループは、事業活動に必要な材料・部品の多くをグループ外仕入先から調達しております。安定的調達に努

めておりますが、主要材料である鋼材の需給動向による価格の高騰、品不足や仕入先の事故などで調達できない状況

が発生した場合は、製造原価の上昇や生産停止などにより、当社グループの経営成績および財政状態へ悪影響を及ぼ

す可能性があります。 

  

⑤技術・製品開発 

 当社グループは、「コア商品の世界NO.１の実現」の企業ビジョンの下で、継続して技術開発や製品開発に努めて

おります。しかし、市場ニーズや顧客ニーズの変化への対応が結果として不十分であったり、実現時期がタイムリー

でなかったりした場合は、当社グループの経営成績および財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑥災害による影響 

 当社グループは、地震による操業への影響を 小化するために、主要な工場において定期的な設備点検を行い、防

災対策を進めております。しかし、大規模な地震が発生し、生産能力が著しく低下したり、操業を中断するような場

合は、当社グループの経営成績および財政状態へ悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑦為替レートの変動 

 当社グループの海外関係会社の財務諸表は、現地通貨で表示されており、連結財務諸表の作成のために円換算され

ております。換算時の為替レートにより当社グループの経営成績および財政状況へ悪影響を及ぼす可能性がありま

す。 

  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。 

  

  

(1）会社の経営の基本方針 

 当社グループは、平成17年１月、「経営理念」、「企業ビジョン」、「行動指針」を制定し、経営の基本方針とし

ております。 

 また、平成19年11月、倫理規定を制定し、守るべき法令や社会ルールについて、国内・海外子会社を含めたプレス

工業グループ社員への周知徹底を図っております。 

・経営理念 

 ○社会ルールを守り、事業活動を通して豊かな社会の発展に貢献する 

 ○”誠実と努力”で信頼される企業であり続ける 

・企業ビジョン 「コア商品の世界NO.１の実現」 

 ○夢を持ち、その実現に向けて挑戦する 

 ○一人一人が役割を担って、高い目標を達成する 

 ○時流に先んじて、新しい価値を創造する 

・行動指針（骨子） 

 ○人間尊重を基本に、より良い人間関係をきずく 

 ○自由に何でも発言し、風通しの良い企業風土を保つ 

 ○コミットメントベースをもとに、活力と行動力でやりぬく 

 ○約束したことは絶対に守り、信頼を得る 

 ○地球環境を大切にし、社会と共生する 

２．企業集団の状況

３．経営方針

- 4 -



(2）中期的な経営戦略及び対処すべき課題 

 当社グループは、平成20年３月期に中期経営計画（平成21年３月期～平成23年３月期）を策定しましたが、平成20

年９月の金融危機以降、商用車メーカー及び建設機械メーカーにおける著しい販売不振及び在庫調整等、事業環境が

大きく変化しております。このような状況下、当社グループは平成22年３月期にかけて、要員の適正化、徹底した固

定費・経費の見直し等によるコスト極小化と、調達コストの合理化及びNVC活動等による付加価値の極大化を推進し

てまいりました。 

 事業環境はまだまだ不透明な状況が続くと想定される中、平成23年３月期はさらに当社グループの収益力の強化を

はかり、一方では技術開発・製品開発を進め、NVC活動やロボット化での生産ラインの革新活動を進めてまいりま

す。  

また、中期的事業環境を踏まえた新たな中期経営計画を策定いたします。  
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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 9,593 10,400

受取手形及び売掛金 14,154 20,080

商品及び製品 470 457

仕掛品 6,811 7,019

原材料及び貯蔵品 1,014 887

繰延税金資産 22 39

未収還付法人税等 1,472 429

その他 1,738 1,667

流動資産計 35,277 40,981

貸倒引当金 △3 △15

流動資産合計 35,274 40,966

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 27,803 27,856

減価償却累計額 △18,784 △19,165

建物及び構築物（純額） 9,018 8,691

機械装置及び運搬具 64,296 67,087

減価償却累計額 △51,480 △54,470

機械装置及び運搬具（純額） 12,815 12,617

工具、器具及び備品 17,185 19,664

減価償却累計額 △14,570 △16,234

工具、器具及び備品（純額） 2,615 3,430

土地 31,390 31,323

建設仮勘定 5,959 4,767

有形固定資産合計 61,800 60,829

無形固定資産   

借地権その他 659 579

無形固定資産合計 659 579

投資その他の資産   

投資有価証券 687 1,281

長期貸付金 44 57

繰延税金資産 198 159

その他 583 2,577

投資その他の資産計 1,514 4,075

貸倒引当金 △80 △79

投資その他の資産合計 1,433 3,996

固定資産合計 63,893 65,405

資産合計 99,167 106,371
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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 17,266 20,085

短期借入金 11,311 7,518

リース債務 574 1,573

未払法人税等 171 168

賞与引当金 1,348 1,364

役員賞与引当金 0 －

その他 4,446 4,787

流動負債合計 35,119 35,497

固定負債   

長期借入金 9,192 15,457

リース債務 512 2,376

繰延税金負債 966 1,206

再評価に係る繰延税金負債 10,099 10,099

退職給付引当金 233 245

環境対策引当金 62 62

その他 224 1,473

固定負債合計 21,292 30,922

負債合計 56,411 66,419

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,070 8,070

資本剰余金 2,074 2,074

利益剰余金 16,361 13,286

自己株式 △1,176 △1,177

株主資本合計 25,329 22,253

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △57 234

土地再評価差額金 14,757 14,757

為替換算調整勘定 △2,364 △2,255

評価・換算差額等合計 12,335 12,736

少数株主持分 5,090 4,961

純資産合計 42,755 39,952

負債純資産合計 99,167 106,371
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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 157,487 104,712

売上原価 145,099 98,170

売上総利益 12,387 6,541

販売費及び一般管理費 9,634 7,901

営業利益又は営業損失（△） 2,753 △1,359

営業外収益   

受取利息 142 95

受取配当金 34 3

固定資産賃貸料 85 83

為替差益 － 30

助成金収入 － 539

その他 49 69

営業外収益合計 312 821

営業外費用   

支払利息 349 429

租税公課 0 －

為替差損 455 －

その他 69 60

営業外費用合計 874 490

経常利益又は経常損失（△） 2,190 △1,028

特別利益   

貸倒引当金戻入額 4 －

固定資産売却益 40 86

退職給付制度改定益 － 85

受取補助金 2 55

特別利益合計 47 227

特別損失   

固定資産除却損 593 149

固定資産売却損 4 24

投資有価証券売却損 － 0

投資有価証券評価損 588 －

割増退職金 164 －

特別退職金 － 529

退職給付制度改定損 668 －

補償修理費用 － 132

減損損失 318 708

特別損失合計 2,338 1,544

税金等調整前当期純損失（△） △99 △2,345

法人税、住民税及び事業税 896 664

法人税等還付税額 △468 △150

法人税等調整額 1,121 68

法人税等合計 1,549 583

少数株主利益 296 10

当期純損失（△） △1,945 △2,939
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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 8,070 8,070

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 8,070 8,070

資本剰余金   

前期末残高 2,077 2,074

当期変動額   

自己株式の処分 △3 △0

当期変動額合計 △3 △0

当期末残高 2,074 2,074

利益剰余金   

前期末残高 19,247 16,361

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 13 －

当期変動額   

剰余金の配当 △966 △108

当期純損失（△） △1,945 △2,939

その他 12 △26

当期変動額合計 △2,899 △3,074

当期末残高 16,361 13,286

自己株式   

前期末残高 △89 △1,176

当期変動額   

自己株式の取得 △1,098 △1

自己株式の処分 11 0

当期変動額合計 △1,086 △0

当期末残高 △1,176 △1,177

株主資本合計   

前期末残高 29,305 25,329

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 13 －

当期変動額   

剰余金の配当 △966 △108

当期純損失（△） △1,945 △2,939

自己株式の取得 △1,098 △1

自己株式の処分 8 0

その他 12 △26

当期変動額合計 △3,989 △3,075

当期末残高 25,329 22,253
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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 135 △57

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △192 291

当期変動額合計 △192 291

当期末残高 △57 234

土地再評価差額金   

前期末残高 14,755 14,757

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2 －

当期変動額合計 2 －

当期末残高 14,757 14,757

為替換算調整勘定   

前期末残高 △166 △2,364

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,198 109

当期変動額合計 △2,198 109

当期末残高 △2,364 △2,255

評価・換算差額等合計   

前期末残高 14,724 12,335

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,388 400

当期変動額合計 △2,388 400

当期末残高 12,335 12,736

少数株主持分   

前期末残高 5,054 5,090

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 36 △128

当期変動額合計 36 △128

当期末残高 5,090 4,961

純資産合計   

前期末残高 49,084 42,755

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 13 －

当期変動額   

剰余金の配当 △966 △108

当期純損失（△） △1,945 △2,939

自己株式の取得 △1,098 △1

自己株式の処分 8 0

その他 12 △26

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,352 272

当期変動額合計 △6,342 △2,803

当期末残高 42,755 39,952
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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（△） △99 △2,345

減価償却費 6,202 6,488

減損損失 318 708

貸倒引当金の増減額（△は減少） △10 10

賞与引当金の増減額（△は減少） △847 3

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △94 △0

退職給付引当金の増減額（△は減少） 17 7

受取利息及び受取配当金 △177 △98

支払利息 349 429

特別退職金 － 529

補償修理費用 － 132

投資有価証券売却損益（△は益） － 0

投資有価証券評価損益（△は益） 588 －

有形固定資産売却益 △40 △86

有形固定資産売却損 4 24

有形固定資産除却損 593 149

売上債権の増減額（△は増加） 14,920 △5,780

仕入債務の増減額（△は減少） △7,309 2,559

たな卸資産の増減額（△は増加） △887 △2

未払消費税等の増減額（△は減少） △139 51

前受金の増減額（△は減少） △203 66

その他 1,366 △294

小計 14,550 2,552

利息及び配当金の受取額 174 76

利息の支払額 △313 △416

法人税等の還付額 － 1,259

法人税等の支払額 △3,945 △768

営業活動によるキャッシュ・フロー 10,465 2,704

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 △1,255 △949

定期預金の払戻による収入 869 1,021

有形固定資産の取得による支出 △9,097 △6,888

有形固定資産の売却による収入 186 201

投資有価証券の取得による支出 △21 △136

投資有価証券の売却による収入 － 1

貸付けによる支出 △283 △50

貸付金の回収による収入 25 24

その他 △260 △134

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,837 △6,909
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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） △3,197 △4,478

長期借入れによる収入 7,067 10,400

長期借入金の返済による支出 △2,909 △3,367

少数株主からの払込みによる収入 1,257 137

少数株主への配当金の支払額 △385 △338

自己株式の取得による支出 △1,098 －

配当金の支払額 △966 △108

その他 166 2,542

財務活動によるキャッシュ・フロー △64 4,786

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,895 286

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,331 867

現金及び現金同等物の期首残高 10,055 8,723

現金及び現金同等物の期末残高 8,723 9,590
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 該当事項はありません。 

   

(１)連結の範囲に関する事項 

 当社は、OCEAN STREAM (THAILAND) CO.,LTD.を平成22年１月８日に設立いたしましたが、小規模であり、合計の

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

重要な影響を及ぼさないため、連結の範囲から除外しております。 

(２)連結子会社の決算日の変更 

 従来、決算日が２月28日であったPK U.S.A.,INC.、OCEAN STREAM ENTERPRISE,INC.は、当連結会計年度より決算

日を12月31日に変更したため、連結財務諸表上、同社の損益は平成21年３月１日より平成21年12月31日までの10ヶ

月間となっております。なお、この変更による連結財務諸表に与える影響は軽微であります。 

(３)重要な引当金の計上基準 

 当連結会計年度より、「「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その３）」（企業会計基準第19号 平成20年

７月31日）を適用しております。 

 数理計算上の差異を翌連結会計年度から償却するため、これによる営業損失、経常損失及び税金等調整前当期純

損失に与える影響はありません。 

 また、本会計基準の適用に伴い発生する退職給付債務の差額の未処理残高は256百万円であります。 

  

(追加情報) 

退職給付制度の改定 

 当社は、平成21年10月１日付にて退職金制度の一部を「確定拠出年金制度」に移行し、「退職給付制度間の移行

等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第１号）を適用しております。また、本移行に伴う影響額は、当連

結会計年度の特別利益として85百万円計上されております。  

 なお、上記以外は、 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。 

  

（連結損益計算書） 

 前連結会計年度まで区分掲記しておりました「租税公課」（当連結会計年度は0百万円）は、営業外費用の総額の

100分の10以下となったため、営業外費用の「その他」に含めて表示することにしました。 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

 財務活動によるキャッシュ・フローの「自己株式の取得による支出」は、当連結会計年度において、金額的重要性

が乏しくなったため「その他」に含めて表示することにしました。 

 なお、当連結会計年度の「その他」に含まれている「自己株式の取得による支出」は1百万円であります。 

  

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

表示方法の変更
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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）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） 

 当連結グループは、自動車メーカー向けの自動車部分品の製造販売等の「自動車製品事業」を主に営んでお

りますが、「自動車製品事業」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の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、記載を省略しておりま

す。 

  

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 （注）１ 国または地域の区分は、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国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

  その他の地域…中国、欧州 

３ 営業費用のうち、「消去又は全社」に含めた配賦不能営業費用の金額は2,973百万円であり、その主なもの

は、当社の本社総務部等管理部門に係る費用であります。 

４ 資産のうち、「消去又は全社」に含めた全社資産の金額は2,688百万円であり、その主なものは当社での余

資運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。 

５ 会計方針の変更 

  (棚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）③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と比べて、当連結会計年度の営業費用は、日本で486百万円増加

し、営業利益が同額減少しております。 

  (連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い) 

   「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と比べて、当連結会計年度の営業費用

は、その他の地域で２百万円増加し、営業利益が同額減少しております。 

６ 追加情報  

 「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、

法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、耐用年数の変更を行っております。この変更に伴い、従来の方

法によった場合に比べて、日本の営業費用は544百万円増加し、消去又は全社の営業費用は５百万円増加し、

営業利益がそれぞれ同額減少しております。 

注記事項

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

  
日本 

（百万円） 

タイ 

（百万円） 

アメリカ 

（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 
 119,064  19,475  7,382  11,564  157,487  －  157,487

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 2,980  4  0  －  2,985 (2,985)  －

計  122,045  19,480  7,382  11,564  160,473 (2,985)  157,487

営業費用  116,591  19,022  8,481  10,685  154,780 (45)  154,734

営業利益又は 

営業損失(△) 
 5,453  458  △1,098  879  5,693 (2,939)  2,753

Ⅱ 資産  81,332  12,833  8,968  8,812  111,948 (12,780)  99,167
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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） 

 （注）１ 国または地域の区分は、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国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

  その他の地域…中国、欧州 

３ 営業費用のうち、「消去又は全社」に含めた配賦不能営業費用の金額は2,745百万円であり、その主なもの

は、当社の本社総務部等管理部門に係る費用であります。 

４ 資産のうち、「消去又は全社」に含めた全社資産の金額は2,335百万円であり、その主なものは当社での余

資運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。 

  

  

  
日本 

（百万円） 
タイ 

（百万円） 
アメリカ 

（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 
 78,096  14,747  5,260  6,607  104,712  －  104,712

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 2,518  －  －  －  2,518 (2,518)  －

計  80,614  14,747  5,260  6,607  107,230 (2,518)  104,712

営業費用  79,318  14,949  5,791  5,765  105,824 247  106,071

営業利益又は 

営業損失(△) 
 1,296  △201  △530  842  1,406 (2,766)  △1,359

Ⅱ 資産  90,056  12,048  8,631  7,257  117,994 (11,622)  106,371
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近２連結会計年度の海外売上高は、次のとおりであります。 

 （注）１ 国または地域の区分は、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 

その他の地域（前連結会計年度）…ベルギー、中国、韓国  

その他の地域（当連結会計年度）…ベルギー、スウェーデン、中国 

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。  

  

  

（注） １株当たり当期純利益金額又は１株当たり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。 

  

  

 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。 

ｃ．海外売上高

    タイ アメリカ その他の地域 計 

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） 

Ⅰ 海外売上高（百万円）    19,497  7,690  12,254  39,441

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  157,487

Ⅲ 連結売上高に占める海外

売上高の割合（％） 
 12.4  4.9  7.8  25.0

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） 

Ⅰ 海外売上高（百万円）    14,778  5,418  6,409  26,606

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  104,712

Ⅲ 連結売上高に占める海外

売上高の割合（％） 
 14.1  5.2  6.1  25.4

（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） 

 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、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おりません。 

１株当たり純資産額 346円57銭

１株当たり当期純損失金額 17円45銭

 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、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おりません。 

１株当たり純資産額 円 銭321 98

１株当たり当期純損失金額 円 銭27 5

  
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

当期純損失（△）（百万円)  △1,945  △2,939

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） 
 △1,945  △2,939

期中平均株式数（株）  111,463,435  108,676,877

（重要な後発事象）

（開示の省略）

- 16 -



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 2,748 5,230

受取手形 240 365

売掛金 9,786 13,481

仕掛品 3,911 4,321

原材料及び貯蔵品 482 481

前払費用 38 94

関係会社短期貸付金 － 346

未収入金 134 331

未収還付法人税等 971 243

その他 59 65

流動資産合計 18,372 24,962

固定資産   

有形固定資産   

建物 15,578 15,560

減価償却累計額 △11,424 △11,452

建物（純額） 4,154 4,107

構築物 2,616 2,615

減価償却累計額 △2,149 △2,190

構築物（純額） 466 425

機械及び装置 46,252 47,880

減価償却累計額 △38,052 △39,533

機械及び装置（純額） 8,199 8,347

車両運搬具 369 324

減価償却累計額 △289 △289

車両運搬具（純額） 79 35

工具、器具及び備品 10,514 12,673

減価償却累計額 △8,977 △10,055

工具、器具及び備品（純額） 1,536 2,617

土地 29,016 29,016

建設仮勘定 3,888 2,511

有形固定資産合計 47,343 47,061

無形固定資産   

借地権 14 14

ソフトウエア 567 512

その他 6 6

無形固定資産合計 588 533

投資その他の資産   

投資有価証券 626 1,170

関係会社株式 6,292 6,049
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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) 

関係会社社債 789 412

関係会社出資金 925 1,094

従業員長期貸付金 44 57

関係会社長期貸付金 442 103

前払年金費用 26 1,995

その他 219 213

投資その他の資産計 9,367 11,096

貸倒引当金 △523 △488

投資その他の資産合計 8,843 10,608

固定資産合計 56,775 58,203

資産合計 75,147 83,165

負債の部   

流動負債   

支払手形 31 19

買掛金 11,132 13,431

短期借入金 4,000 －

1年内返済予定の長期借入金 2,857 4,953

リース債務 312 1,324

未払金 1,066 1,013

未払費用 1,247 1,373

未払法人税等 40 50

未払消費税等 49 110

前受金 10 80

預り金 1,082 1,003

前受収益 6 －

賞与引当金 961 959

設備関係支払手形 30 －

流動負債合計 22,830 24,321

固定負債   

長期借入金 8,136 13,183

リース債務 198 2,170

長期未払金 － 1,218

繰延税金負債 100 352

再評価に係る繰延税金負債 10,099 10,099

環境対策引当金 60 60

固定負債合計 18,596 27,084

負債合計 41,427 51,405
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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 8,070 8,070

資本剰余金   

資本準備金 2,074 2,074

その他資本剰余金 0 0

資本剰余金合計 2,074 2,074

利益剰余金   

利益準備金 25 25

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 99 85

別途積立金 10,500 7,000

繰越利益剰余金 △578 694

利益剰余金合計 10,047 7,805

自己株式 △1,176 △1,177

株主資本合計 19,015 16,772

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △52 229

土地再評価差額金 14,757 14,757

評価・換算差額等合計 14,705 14,987

純資産合計 33,720 31,760

負債純資産合計 75,147 83,165
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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 109,286 73,954

売上原価   

当期製品製造原価 100,836 69,792

売上総利益 8,449 4,161

販売費及び一般管理費   

製品発送費 1,099 686

従業員給料及び手当 1,868 1,960

従業員賞与 456 306

賞与引当金繰入額 214 232

退職給付費用 227 271

役員報酬 304 －

福利厚生費 528 482

減価償却費 173 166

研究開発費 299 198

電算費 214 －

その他 648 958

販売費及び一般管理費合計 6,036 5,263

営業利益又は営業損失（△） 2,413 △1,101

営業外収益   

受取利息 14 34

有価証券利息 22 1

受取配当金 635 638

助成金収入 － 352

固定資産賃貸料 93 97

その他 23 13

営業外収益合計 788 1,138

営業外費用   

支払利息 171 327

社債利息 0 －

租税公課 0 －

為替差損 379 22

その他 49 50

営業外費用合計 601 401

経常利益又は経常損失（△） 2,600 △363
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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   

固定資産売却益 2 0

退職給付制度改定益 － 85

特別利益合計 2 85

特別損失   

固定資産売却損 0 0

固定資産除却損 390 149

投資有価証券売却損 － 0

投資有価証券評価損 584 －

子会社株式評価損 1,660 709

退職給付制度改定損 668 －

貸倒引当金繰入額 442 545

補償修理費用 － 132

特別損失合計 3,746 1,537

税引前当期純損失（△） △1,143 △1,815

法人税、住民税及び事業税 338 228

法人税等調整額 620 89

法人税等合計 958 317

当期純損失（△） △2,102 △2,133
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 原価計算の方法は、実際原価計算によっており、プレス加工用金型については個別原価計算、その他については組別総

合原価計算を採用している。 

 （注）※１ 前事業年度及び当事業年度の労務費の中には賞与引当金繰入額がそれぞれ746百万円、726百万円含めて記

載されている。 

※２ 経費のうち、主なものは次のとおりである。 

※３ 他勘定振替高の内訳 

   

売上原価明細書

    
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） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ 材料費    74,487  71.2  50,496  68.6

Ⅱ 労務費 ※１  12,836  12.3  10,258  13.9

Ⅲ 外注加工費    2,161  2.1  506  0.7

Ⅳ 経費 ※２  15,071  14.4  12,370  16.8

当期総製造費用    104,556  100.0  73,632  100.0

期首仕掛品たな卸高    3,351    3,911   

合計    107,908    77,543   

他勘定振替高 ※３  3,161    3,428   

期末仕掛品たな卸高    3,911    4,321   

当期製品製造原価    100,836    69,792   

            

項目 前事業年度（百万円） 当事業年度（百万円） 

型治工具費  4,307  3,386

減価償却費  3,830  4,389

修繕費  1,674  1,002

動力及び燃料費  1,619  1,089

賃借料  1,227  768

項目 前事業年度（百万円） 当事業年度（百万円） 

固定資産振替高  2,289  2,892

未収入金ほか振替高  871  536

計  3,161  3,428
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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 8,070 8,070

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 8,070 8,070

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 2,074 2,074

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,074 2,074

その他資本剰余金   

前期末残高 3 0

当期変動額   

自己株式の処分 △3 △0

当期変動額合計 △3 △0

当期末残高 0 0

資本剰余金合計   

前期末残高 2,077 2,074

当期変動額   

自己株式の処分 △3 △0

当期変動額合計 △3 △0

当期末残高 2,074 2,074

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 25 25

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 25 25

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 120 99

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △20 △14

固定資産圧縮積立金の積立 0 －

当期変動額合計 △20 △14

当期末残高 99 85

別途積立金   

前期末残高 7,000 10,500

当期変動額   

別途積立金の積立 3,500 －

別途積立金の取崩 － △3,500

当期変動額合計 3,500 △3,500
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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) 

当期末残高 10,500 7,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 5,970 △578

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 20 14

固定資産圧縮積立金の積立 △0 －

別途積立金の積立 △3,500 －

別途積立金の取崩 － 3,500

剰余金の配当 △966 △108

当期純損失（△） △2,102 △2,133

当期変動額合計 △6,549 1,272

当期末残高 △578 694

利益剰余金合計   

前期末残高 13,116 10,047

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

固定資産圧縮積立金の積立 － －

別途積立金の積立 － －

別途積立金の取崩 － －

剰余金の配当 △966 △108

当期純損失（△） △2,102 △2,133

当期変動額合計 △3,069 △2,241

当期末残高 10,047 7,805

自己株式   

前期末残高 △89 △1,176

当期変動額   

自己株式の取得 △1,098 △1

自己株式の処分 11 0

当期変動額合計 △1,086 △0

当期末残高 △1,176 △1,177

株主資本合計   

前期末残高 23,175 19,015

当期変動額   

剰余金の配当 △966 △108

当期純損失（△） △2,102 △2,133

自己株式の取得 △1,098 △1

自己株式の処分 8 0

当期変動額合計 △4,159 △2,242

当期末残高 19,015 16,772
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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) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 127 △52

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △180 282

当期変動額合計 △180 282

当期末残高 △52 229

土地再評価差額金   

前期末残高 14,755 14,757

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2 －

当期変動額合計 2 －

当期末残高 14,757 14,757

評価・換算差額等合計   

前期末残高 14,882 14,705

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △177 282

当期変動額合計 △177 282

当期末残高 14,705 14,987

純資産合計   

前期末残高 38,057 33,720

当期変動額   

剰余金の配当 △966 △108

当期純損失（△） △2,102 △2,133

自己株式の取得 △1,098 △1

自己株式の処分 8 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △177 282

当期変動額合計 △4,337 △1,960

当期末残高 33,720 31,760
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 該当事項はありません。 

   

重要な引当金の計上基準 

 当事業年度より、「「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その３）」（企業会計基準第19号 平成20年７

月31日）を適用しております。 

 数理計算上の差異を翌事業年度から償却するため、これによる営業損失、経常損失及び税引前当期純損失に与

える影響はありません。 

 また、本会計基準の適用に伴い発生する退職給付債務の差額の未処理残高は256百万円であります。 

  

(追加情報) 

退職給付制度の改定 

 当社は、平成21年10月１日付にて退職金制度の一部を「確定拠出年金制度」に移行し、「退職給付制度間の移行

等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第１号）を適用しております。また、本移行に伴う影響額は、当事

業年度の特別利益として85百万円計上されております。  

 なお、上記以外は、 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。 

  

  

（損益計算書） 

（１）前期まで区分掲記しておりました「役員報酬」（当期 百万円）及び「電算費」（当期 百万円）は、販売

費及び一般管理費の総額の100分の５以下となったため、販売費及び一般管理費の「その他」に含めて表示すること

にしました。  

（２）前期まで区分掲記しておりました「租税公課」（当期1百万円）は、営業外費用の総額の100分の10以下となっ

たため、営業外費用の「その他」に含めて表示することにしました。  

継続企業の前提に関する注記

重要な会計方針

表示方法の変更

213 250
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生産受注及び販売の状況 

(1）生産実績 

 当連結会計年度の生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 （注） 金額は販売価格によっており、消費税等は含まれておりません。 

(2）受注実績 

 当連結会計年度の受注実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 （注） 金額は販売価格によっており、消費税等は含まれておりません。 

(3）販売実績 

 当連結会計年度の販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１ 金額は販売価格によっており、消費税等は含まれておりません。 

２ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

  （注） 日産ディーゼル工業株式会社は、平成22年２月１日付けでＵＤトラックス株式会社に社名変更して

おります。 

６．その他

事業部門 生産高（百万円） 前年同期比（％） 

自動車部分品  75,803  △30.3

自動車組立  10,552  △21.3

建設機械用部分品  13,180  △50.1

自動車用プレス金型及び組立機器  1,305  △27.2

その他  2,771  △35.9

合計  103,613  △33.0

事業部門 
受注高 

（百万円） 
前年同期比（％） 

受注残高 
（百万円） 

前年同期比（％） 

自動車部分品  80,645  △15.2  17,929  37.0

自動車組立  9,806  △21.5  1,631  △31.4

建設機械用部分品  15,640  △30.1  4,733  108.2

自動車用プレス金型及び組立機器  1,475  △15.0  536  46.6

その他  2,683  △34.8  408  △17.8

合計  110,251  △18.8  25,238  35.7

事業部門 販売高（百万円） 前年同期比（％） 

自動車部分品  76,187  △30.8

自動車組立  10,552  △21.3

建設機械用部分品  13,180  △50.1

自動車用プレス金型及び組立機器  1,305  △27.2

その他  3,486  △40.1

合計  104,712  △33.5

相手先 

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)  

販売高（百万円） 割合（％） 販売高（百万円） 割合（％） 

いすゞ自動車㈱  27,013  17.2  20,737  19.8

ＵＤトラックス㈱  22,078  14.0  11,990  11.5

マツダ㈱  14,884  9.5  11,646  11.1

三菱ふそうトラック・バス㈱  14,830  9.4  10,877  10.4
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