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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 39,035 △12.8 △610 ― △1,163 ― △2,787 ―

21年3月期 44,789 △13.7 △636 ― △1,605 ― △4,915 ―

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 △33.94 ― △20.9 △1.8 △1.6

21年3月期 △59.88 ― △26.3 △2.3 △1.4

（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 63,973 14,178 19.7 153.34
21年3月期 64,128 15,675 21.9 171.49

（参考） 自己資本   22年3月期  12,595百万円 21年3月期  14,074百万円

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 5,088 △3,054 1,690 8,960
21年3月期 1,817 △4,502 4,502 5,071

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

20,000 16.3 800 ― 400 ― 200 ― 2.43

通期 41,000 5.0 1,700 ― 900 ― 500 ― 6.08
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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）  有  

(注）詳細は、７ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

(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、18ページ「連結財務諸表作成のための基本となる事項の変更」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きましては、39ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 1社 （社名 日塞環貿易（上海）有限公司 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 83,741,579株 21年3月期 83,741,579株

② 期末自己株式数 22年3月期  1,602,540株 21年3月期  1,669,790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 32,336 △17.6 △1,119 ― △1,518 ― △2,341 ―

21年3月期 39,266 △15.4 △430 ― △682 ― △3,204 ―

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 △28.51 ―

21年3月期 △39.04 ―

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 59,247 15,965 26.9 194.15
21年3月期 57,872 17,454 30.1 212.33

（参考） 自己資本 22年3月期  15,948百万円 21年3月期  17,426百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって予想数値と異なる可
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きましては、３ページ「経営成績の分析」をご覧ください。
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当連結会計年度におけるわが国経済は、世界的な金融危機、景気後退の影響から、引き続き停滞を余

儀なくされる状況にありましたが、年度後半から徐々に回復の兆しが見られるようになりました。ま

た、世界経済は、欧州等一部の地域で回復の遅れが懸念されるものの、中国、インドを含む新興国等は

堅調に推移し、更なる底割れの懸念は薄らいだ状況にありました。 

当グループが関連する自動車業界におきましては、未だ不透明な事業環境にありますが、在庫調整の

一巡、エコカー減税等の効果により、通期での国内販売は488万台と前年同期比3.8％の増加となりまし

たが、輸出は408万台と前年同期比27.1％の減少となり、国内自動車生産台数は886万台と前年同期比

11.4％減少いたしました。一方、日系自動車メーカーの海外生産は新興国等を中心とした自動車需要の

回復を受けて、年度後半から増加に転じました。  

売上高は年度後半から徐々に回復の兆しが見られておりますが、年度前半における減産の影響が大き

く390億35百万円(前年同期比12.8％減少)にとどまりました。 

損益面におきましては、年度後半には固定費の抑制等により、利益を確保できる体質になりました

が、年度前半の売上高の減少が大きく、営業損失は６億10百万円(前年同期は営業損失６億36百万円)、

経常損失は11億63百万円(前年同期は経常損失16億５百万円)となりました。 

 また、一部の製造設備について減損損失を計上したこと等により、当期純損失は27億87百万円(前年

同期は当期純損失49億15百万円)となりました。 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりとなりました。 

  

自動車関連製品事業は、在庫調整の一巡、エコカー減税等の効果により年度後半には徐々に受注が

回復してまいりましたが、年度前半の減産の影響から、売上高は352億円と前年同期比10.4％の減少

となりました。その結果、営業損失６億78百万円(前年同期は営業損失７億98百万円)となりました。

舶用関連製品事業は、景気後退の影響を受け、売上高は16億92百万円と前年同期比28.4％の減少と

なりました。その結果、営業利益は１億29百万円と前年同期比27.7％の減少となりました。 

その他の製品事業は、景気後退の影響を受け、売上高は21億42百万円と前年同期比32.2％の減少と

なりました。その結果、営業損失は60百万円(前年同期は営業損失16百万円)となりました。 

  

世界経済は先行きに不透明感があるものの、一部に明るさが見え始めてきており、自動車業界におい

ても、緩やかながら回復の兆しが見られます。当グループとしましては、原価低減活動の強化、諸経費

の圧縮等を引き続きおしすすめますとともに、ヒト、モノ、カネの効率化をはかり、収益力の早期改善

による企業価値の向上に努めてまいります。 

 平成23年３月期の連結業績の見通しにつきましては、売上高410億円、営業利益17億円、経常利益９

億円、当期純利益５億円を予想しております。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

①自動車関連製品事業

②舶用関連製品事業

③その他の製品事業
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当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ１億54百万円減少し、639億73百万円となり

ました。これは積極的に在庫削減に取り組んだことによる「たな卸資産」の減少25億40百万円、設備投

資の抑制及び減損損失の計上に伴う「有形固定資産」の減少44億１百万円、投資その他の資産「その

他」の減少２億19百万円及び流動資産「その他」の減少１億91百万円に対し、株価上昇に伴う「投資有

価証券」の増加14億37百万円、受注回復に伴う「受取手形及び売掛金」の増加19億６百万円及び「現金

及び預金」の増加38億90百万円によるものであります。 

負債におきましては、前連結会計年度末に比べ13億41百万円増加し、497億95百万円となりました。

これは「有利子負債」の増加19億22百万円、株価上昇に伴う「繰延税金負債」の増加５億81百万円に対

し、「設備関係支払手形」の減少12億36百万円によるものであります。 

純資産におきましては、前連結会計年度末に比べ14億96百万円減少し、141億78百万円となりまし

た。これは当期純損失等による「利益剰余金」の減少27億93百万円に対し、「その他有価証券評価差額

金」の増加８億57百万円及び「為替換算調整勘定」の増加４億46百万円によるものであります。 

  

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、前連結会計年度末に比べ

て38億89百万円増加し、89億60百万円となりました。 

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

営業活動の結果により得られた資金は、50億88百万円の収入(前年同期比32億71百万円の増加)と

なりました。これは主に税金等調整前当期純損失が25億89百万円となり、減価償却費が47億78百万

円あったこと、積極的な在庫削減により、たな卸資産が26億８百万円減少したこと等によるもので

あります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、30億54百万円の支出(前年同期比14億47百万円の増加)と

なりました。これは主に有形固定資産の取得によるものであります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、16億90百万円の収入(前年同期比28億11百万円の減少)と

なりました。これは主に短期借入金が２億81百万円増加し、長期借入金55億52百万円の調達、48億

７百万円の返済及びセール・アンド・リースバック８億70百万を実行したことによるものでありま

す。 

  

(2) 財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

②キャッシュ・フローの状況

(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)
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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。 

   ２ 株式時価総額は自己株式を除く発行済み株式総数をベースに計算しております。 

   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。 

   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。 

  

当グループは、事業の成長、経営基盤と財務体質の強化をはかるとともに、株主の皆様への適切な利

益配分を経営の重要政策の一つとして位置づけております。 

 しかしながら、「(1)経営成績に関する分析」で記載いたしましたとおり、損失を計上するに至り、

配当につきましては当連結会計年度も無配とさせていただきます。 

 次期につきましても、財務体質の改善が喫緊の課題であり、誠に遺憾ではありますが、配当は無配を

予定させていただきます。 

  

現在、当グループにおいて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には以下のような

ものがあると考えております。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当グ

ループが判断したものであります。 

①事業構成に関するリスクについて 

 当グループの当連結会計年度の自動車関連製品売上高は、90％以上を占めており、自動車業界の戦

略・生産動向が当グループの経営成績及び財政状態等に大きな影響を及ぼします。自動車業界では、グ

ローバルな製品市場戦略に基づく生産拠点展開がすすみ、また地球環境問題に適合した低コストで高品

質な車づくりを目指しており、当グループにとって、グローバルな製品供給力、技術開発力、国際的価

格競争力への対応が経営の重要課題となっております。当グループが市場の変化に適切な対応ができな

い場合には、将来の成長と収益に影響を与え、ひいては当グループの経営成績及び財政状態等に影響を

及ぼす可能性があります。さらには昨今の環境問題やエネルギー問題に対する社会的な意識の高まり等

から、燃料電池車等、従来とは異なる動力方式を採用する自動車の開発も盛んになっており、当グルー

プの経営判断に少なからず影響を与える可能性があります。 

②販売先の地理的経済環境に関するリスクについて 

 当グループの売上高は日本国内及びアジア、ヨーロッパ地域向けが高い比率を占めており、これらの

地域及び国の経済環境が当グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。 

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

自己資本比率 (％) 34.8 33.3 31.4 21.9 19.7

時価ベースの自己資本比率
(％)

46.6 29.4 16.5 9.2 14.1

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率 (％)

3.1 6.1 5.4 19.0 7.1

インタレスト・カバレッジ・
レシオ (倍)

23.1 11.2 10.6 3.1 7.0

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク
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③原材料等の調達におけるリスクについて 

 当グループの主要製品に使用される原材料及び燃料については、品質、コスト面も含めた 適な調達

先を選定しておりますが、需給バランスの変化により影響を受けるとともに、市況変動による原材料価

格及び燃料価格の上昇が、当グループの経営成績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。 

④為替レートの変動に関するリスクについて 

 当グループの収益、費用、資産に関しては、外貨建て（ドル・ユーロ等）が含まれており、これらは

為替相場の変動を受けることから、当グループの経営成績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があり

ます。 

⑤海外事業に関するリスクについて 

 当グループでは、アジア、ヨーロッパ、米国その他海外市場において生産や販売活動を行っておりま

すが、海外市場での事業活動には、(Ⅰ)予期しない法律や規制、税制の変更、(Ⅱ)テロや戦争、政治的

または経済的要因による社会的混乱、(Ⅲ)人材確保の難しさ、(Ⅳ)技術インフラや物流面の整備の遅れ

による生産、販売への影響等のリスクが考えられます。これらの事象の発生によっては、現地事業の遂

行に影響が生じ、ひいては当グループの経営成績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。 

⑥情報システムに関するリスクについて 

 当グループは販売システム、生産管理システム、会計システム等、多くの業務分野で電子システムに

依存しております。また、グループ内での情報伝達にも電子メール等を広く活用しており、サーバー等

の機器の故障やプログラム上の不具合、サイバーテロ等によるシステム障害によって業務の遂行に支障

をきたし、ひいては当グループの経営成績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。 

⑦環境汚染に関するリスクについて 

 当グループは、日頃より環境保全に細心の注意を払っておりますが、自然災害等の不測の事態により

環境汚染が発生した場合には当グループの経営成績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。

⑧災害等に関するリスクについて 

 当グループでは、すべての生産施設において定期点検と防災対策を行い、製造ライン中断による損失

発生防止に努めておりますが、大規模な災害等が発生した場合、生産に著しい支障が生じ、ひいては当

グループの経営成績及び財務状態等に影響を及ぼす可能性があります。 

⑨資金調達に関するリスクについて 

 当グループは、事業活動の拡大を図るための設備投資等の資金需要に対し、金融機関からの資金調達

でまかなっておりますが、経済環境の悪化、当グループの信用力の低下、当グループの業績の悪化等の

要因により、当グループが望む条件での資金調達ができない可能性が生じ、ひいては当グループの経営

成績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。 
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 当グループは、当社及び連結子会社19社で構成され、「自動車関連製品」、「舶用関連製品」及び「その他の製品」
の製造・販売を主な内容とし、さらに各事業に関連する物流・サービス等に事業を展開しております。 
 なお、当連結会計年度において、日塞環貿易（上海）有限公司が清算結了し、連結子会社が１社減少しておりま
す。 
 当グループの「事業の系統図」は次のとおりであります。 

2. 企業集団の状況
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当グループは以下の経営理念を定め、企業活動を推進しております。 

〈経営理念〉 

・顧客第一主義の考えに立ってすべての物事を進める。 

・環境の変化に柔軟に対応し適切な利益を確保して株主をはじめ関連先に報恩する。 

・社会との調和をはかり、ワールドワイドな総合部品メーカーの地位を確保して人類の進運に寄与す

る。 

・常に革新と業績の向上に努めて会社の繁栄を図り社員の生活向上を築き上げる。 

当グループは長期的な企業価値の向上を目的に、営業利益率等の経営効率の向上に取り組んでおりま

す。 

当グループは、非常に厳しい環境下において収益力の早期改善を喫緊の課題として原価低減活動の強

化や諸経費の圧縮等をおしすすめ、企業価値の向上に取り組んでまいりましたが、平成24年3月期を

終年度とした第四次中期経営計画にて、「事業構造改革の着手」～ヒト・モノ・カネの効率化～を基本

方針とし、取り組んでまいります。 

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と対処すべき課題
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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 5,098 8,988

受取手形及び売掛金 6,157 8,063

商品及び製品 4,963 3,376

仕掛品 1,981 1,558

原材料及び貯蔵品 1,843 1,312

繰延税金資産 87 89

その他 ※4  999 ※4  807

貸倒引当金 △144 △152

流動資産合計 20,987 24,044

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※1  10,158 ※1  9,606

機械装置及び運搬具（純額） ※1  16,417 ※1  15,205

土地 ※1  5,554 ※1  5,576

建設仮勘定 3,565 1,049

その他（純額） 1,108 964

有形固定資産合計 ※2  36,804 ※2  32,402

無形固定資産 598 597

投資その他の資産   

投資有価証券 3,761 5,198

長期貸付金 17 14

繰延税金資産 452 430

その他 1,553 1,334

貸倒引当金 △47 △50

投資その他の資産合計 5,737 6,929

固定資産合計 43,140 39,929

資産合計 64,128 63,973

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,588 6,193

短期借入金 ※1  5,447 ※1  5,728

1年内返済予定の長期借入金 ※1  3,994 ※1  6,312

リース債務 141 297

未払法人税等 14 87

設備関係支払手形 1,664 427

その他 ※4  2,783 ※4  2,216

流動負債合計 19,634 21,263

固定負債   

長期借入金 ※1  23,302 ※1  21,733

リース債務 1,684 2,419

繰延税金負債 889 1,470

退職給付引当金 2,670 2,580

その他 272 327

固定負債合計 28,818 28,531

負債合計 48,453 49,795
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,839 9,839

資本剰余金 5,875 5,875

利益剰余金 498 △2,294

自己株式 △369 △354

株主資本合計 15,844 13,066

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 405 1,263

繰延ヘッジ損益 5 0

為替換算調整勘定 △2,180 △1,734

評価・換算差額等合計 △1,769 △470

新株予約権 27 17

少数株主持分 1,572 1,565

純資産合計 15,675 14,178

負債純資産合計 64,128 63,973
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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 44,789 39,035

売上原価 ※1  37,050 ※1  32,775

売上総利益 7,739 6,259

販売費及び一般管理費   

販売費 2,947 2,544

一般管理費 ※3  5,427 ※3  4,325

販売費及び一般管理費合計 ※2  8,375 ※2  6,870

営業損失（△） △636 △610

営業外収益   

受取利息 31 5

受取配当金 143 57

為替差益 － 112

スクラップ売却益 63 －

助成金収入 － 186

その他 97 173

営業外収益合計 335 535

営業外費用   

支払利息 583 725

為替差損 425 －

固定資産廃棄損 73 136

その他 223 226

営業外費用合計 1,305 1,088

経常損失（△） △1,605 △1,163

特別損失   

減損損失 ※4  1,252 ※4  1,162

投資有価証券評価損 464 5

退職給付費用 ※5  － ※5  80

PCB処理費用 － 177

特別損失合計 1,716 1,425

税金等調整前当期純損失（△） △3,322 △2,589

法人税、住民税及び事業税 136 103

法人税等調整額 1,442 9

法人税等合計 1,578 112

少数株主利益 13 85

当期純損失（△） △4,915 △2,787
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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 9,839 9,839

当期末残高 9,839 9,839

資本剰余金   

前期末残高 5,875 5,875

当期末残高 5,875 5,875

利益剰余金   

前期末残高 5,824 498

当期変動額   

剰余金の配当 △410 －

新株予約権の行使 － △5

当期純損失（△） △4,915 △2,787

当期変動額合計 △5,325 △2,793

当期末残高 498 △2,294

自己株式   

前期末残高 △368 △369

当期変動額   

新株予約権の行使 － 16

自己株式の取得 △1 △0

当期変動額合計 △1 15

当期末残高 △369 △354

株主資本合計   

前期末残高 21,171 15,844

当期変動額   

剰余金の配当 △410 －

新株予約権の行使 － 10

当期純損失（△） △4,915 △2,787

自己株式の取得 △1 △0

当期変動額合計 △5,327 △2,777

当期末残高 15,844 13,066

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 1,506 405

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,100 857

当期変動額合計 △1,100 857

当期末残高 405 1,263

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 40 5

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △35 △4

当期変動額合計 △35 △4

当期末残高 5 0
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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) 

為替換算調整勘定   

前期末残高 636 △2,180

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,816 446

当期変動額合計 △2,816 446

当期末残高 △2,180 △1,734

評価・換算差額等合計   

前期末残高 2,183 △1,769

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,952 1,298

当期変動額合計 △3,952 1,298

当期末残高 △1,769 △470

新株予約権   

前期末残高 － 27

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 27 △10

当期変動額合計 27 △10

当期末残高 27 17

少数株主持分   

前期末残高 1,816 1,572

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △243 △6

当期変動額合計 △243 △6

当期末残高 1,572 1,565

純資産合計   

前期末残高 25,171 15,675

当期変動額   

剰余金の配当 △410 －

新株予約権の行使 － 10

当期純損失（△） △4,915 △2,787

自己株式の取得 △1 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,168 1,281

当期変動額合計 △9,496 △1,496

当期末残高 15,675 14,178
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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（△） △3,322 △2,589

減価償却費 4,852 4,778

減損損失 1,252 1,162

有形固定資産廃棄損 73 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △28 7

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △324 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 18 △89

受取利息及び受取配当金 △174 △62

支払利息 583 725

為替差損益（△は益） 425 △112

投資有価証券評価損益（△は益） 464 5

売上債権の増減額（△は増加） 2,828 △1,881

たな卸資産の増減額（△は増加） △702 2,608

仕入債務の増減額（△は減少） △2,705 525

その他 △206 622

小計 3,033 5,697

利息及び配当金の受取額 174 62

利息の支払額 △583 △745

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △808 74

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,817 5,088

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 △4,410 △3,029

その他 △92 △25

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,502 △3,054

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） 1,768 281

長期借入れによる収入 8,400 5,552

長期借入金の返済による支出 △2,730 △4,807

セール・アンド・リースバックによる収入 771 870

社債の償還による支出 △3,200 －

配当金の支払額 △408 △3

その他 △99 △203

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,502 1,690

現金及び現金同等物に係る換算差額 △779 165

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,037 3,889

現金及び現金同等物の期首残高 4,033 5,071

現金及び現金同等物の期末残高 ※  5,071 ※  8,960
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該当事項なし。 

  

該当事項なし。 

  

(5)【継続企業の前提に関する注記】

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）

(6)【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

連結子会社の数 20社
連結子会社名は「2. 企業集団の状況」に記載して
いるため省略している。

１ 連結の範囲に関する事項

連結子会社の数 19社
連結子会社名は「2. 企業集団の状況」に記載して
いるため省略している。
なお、前連結会計年度まで連結子会社であった日塞
環貿易（上海）有限公司は、当連結会計年度におい
て清算が結了したため連結の範囲から除いている。

２ 持分法の適用に関する事項

持分法適用関連会社の数
該当なし。

２ 持分法の適用に関する事項

持分法適用関連会社の数
同左

３ 連結子会社の事業年度に関する事項

連結子会社の事業年度は、エヌピーアール オブ
アメリカ社、エヌピーアール オブ ヨーロッパ
社、エヌティー ピストンリング インドネシア
社、サイアム エヌピーアール社、エヌピーアール
マニュファクチュアリング ミシガン社、日環汽車
零部件製造(儀征)有限公司、日塞環貿易(上海)有限
公司、日塞環汽車零部件製造(鎮江)有限公司、エヌ
ピーアール ユーエス ホールディングス社、エヌ
ピーアール シンガポール社、エヌピーアール マ
ニュファクチュアリング インドネシア社、エヌピ
ーアール マニュファクチュアリング ケンタッキ
ー社及びイー エー アソシエーツ社が12月31日決
算である事を除いて連結会計年度と合致している。
なお、連結財務諸表作成にあたっては同社の財務諸
表に基づき、連結決算日との間に生じた重要な取引
等については連結上必要な調整を行っている。

３ 連結子会社の事業年度に関する事項

連結子会社の事業年度は、エヌピーアール オブ
アメリカ社、エヌピーアール オブ ヨーロッパ
社、エヌティー ピストンリング インドネシア
社、サイアム エヌピーアール社、エヌピーアール
マニュファクチュアリング ミシガン社、日環汽車
零部件製造(儀征)有限公司、日塞環汽車零部件製造
(鎮江)有限公司、エヌピーアール ユーエス ホー
ルディングス社、エヌピーアール シンガポール
社、エヌピーアール マニュファクチュアリング
インドネシア社、エヌピーアール マニュファクチ
ュアリング ケンタッキー社及びイー エー アソ
シエーツ社が12月31日決算である事を除いて連結会
計年度と合致している。
なお、連結財務諸表作成にあたっては同社の財務諸
表に基づき、連結決算日との間に生じた重要な取引
等については連結上必要な調整を行っている。

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

① 有価証券

その他有価証券
時価のあるもの
連結決算期末前1ヶ月の市場価格等の平均に基
づく時価法によっている。
(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

① 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によっている。

時価のないもの
同左

② デリバティブ

時価法によっている。

② デリバティブ

同左

③ たな卸資産

主として移動平均法による原価法（収益性の低下
による簿価切下げの方法）によっている。

③ たな卸資産

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)

(２) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産
(イ) リース資産以外の有形固定資産
機械装置及び運搬具については主として定額
法、その他については主として定率法によって
いる。 
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い
る。
なお、主な耐用年数は次のとおりである。
建物及び構築物      10～50年
機械装置及び運搬具    ２～10年

(追加情報)
当社及び国内連結子会社の機械装置の耐用年数
については、当連結会計年度より、法人税法の
改正を契機に見直しを行い、10年から9年に変更
している。
当該変更に伴い、従来の方法によった場合に比
べ、営業損失、経常損失及び税金等調整前当期
純損失が206百万円それぞれ増加している。
なお、セグメント情報に与える影響は当該箇所
に記載している。

(２) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産
(イ) リース資産以外の有形固定資産
機械装置及び運搬具については主として定額
法、その他については主として定率法によって
いる。 
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い
る。
なお、主な耐用年数は次のとおりである。
建物及び構築物      10～50年
機械装置及び運搬具    ２～10年

(ロ) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る
リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす
る定額法によっている。
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
以前のものについては、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いる。

(ロ) リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリ
ース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と
同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る
リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす
る定額法によっている。
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
以前のものについては、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いる。

② 無形固定資産
(イ) リース資産以外の無形固定資産
定額法によっている。
なお、ソフトウエア（自社利用分）について
は、社内における利用可能期間（５年）で償却
している。

② 無形固定資産
(イ) リース資産以外の無形固定資産

同左

(ロ) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る
リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす
る定額法によっている。

(ロ) リース資産
同左

(３) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権
については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特
定の債権については個別に回収可能性を検討し、
回収不能見込額を計上している。

(３) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金
同左

② 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度
末における退職給付債務及び年金資産の見込額に
基づき、当連結会計年度末において発生している
と認められる額を計上している。
過去勤務債務については、そ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(10年)
による按分額を処理している。
数理計算上の差異については、その発生時の従業
員の平均残存勤務期間による定額法によりそれぞ
れ発生の翌連結会計年度より費用処理している。
会計基準変更時差異(9,154百万円)については、15
年による按分額を費用処理している。

② 退職給付引当金
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)
③ 役員退職慰労引当金
（追加情報）
親会社において役員の退職慰労金の支出に備え
るため、内規に基づく当連結会計年度末要支給
額を計上していたが、平成20年6月27日開催の株
主総会決議をもって、役員に対する退職慰労金
制度を廃止し、打ち切り支給することとしたた
め、引当金を取崩している。なお、支払いは、
役員の退任時としていることから、打ち切り支
給の未払額191百万円は固定負債の「その他」に
計上している。

③    ――――――――――――――

(４) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換

算の基準

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
理している。なお、在外子会社の資産及び負債、
収益及び費用は連結決算日の直物為替相場により
円貨に換算し、換算差額は純資産の部における
「為替換算調整勘定」及び「少数株主持分」に含
めて計上している。

(４) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換

算の基準

同左

(５) 重要なヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理を採用している。
なお、特例処理の要件を満たしている金利スワッ
プについては特例処理によっており、振当処理の
要件を満たしている為替予約については振当処理
によっている。

(５) 重要なヘッジ会計の方法

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)
ア.為替予約取引
イ.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)
ア.外貨建金銭債権債務
イ.借入金

(ヘッジ対象)
同左

③ ヘッジ方針及びヘッジの有効性評価の方法
市場相場変動に伴うリスクのヘッジを目的とし
て、実需に基づく債権又は債務を対象に内規に定
めたリスク管理を実施し、有効性の評価を行って
いる。

③ ヘッジ方針及びヘッジの有効性評価の方法
同左

(６) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜き方式によってい
る。

(６) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理
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の方法は、全面時価
評価法によっている。

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 のれん及び負ののれんの償却に関する事項

のれんは、５年間で均等償却している。

６ のれん及び負の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(現金預
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いる。

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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(7)【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)

１ 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準
委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）を
当連結会計年度から適用し、評価基準については移動
平均法による原価法から移動平均法による原価法（収
益性の低下による簿価切下げの方法）に変更してい
る。
当該変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、営
業損失、経常損失及び税金等調整前当期純損失が155
百万円それぞれ増加している。
なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記
載している。

1    ――――――――――――――

２ 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の適用

「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」（企業会計基準委員会 平成18
年５月17日 実務対応報告第18号）を当連結会計年度
から適用し、連結決算上必要な修正を行っている。
当該変更に伴う当連結会計年度の損益に与える影響は
軽微である。

２    ――――――――――――――

３ リース取引に関する会計基準の適用

「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員
会 平成５年６月17日 終改正 平成19年３月30日
企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計
基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成６年１
月18日 終改正 平成19年３月30日 企業会計基準
適用指針第16号）を当連結会計年度から適用し、所有
権移転外ファイナンス・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から通常の
売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更してい
る。
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
じた会計処理を引き続き採用している。
当該変更に伴う当連結会計年度の損益に与える影響は
軽微である。

３    ――――――――――――――

４    ―――――――――――――― ４ 退職給付に係る会計基準の一部改正(その３)の適用

「退職給付に係る会計基準」の一部改正(その３)(企
業会計基準委員会 平成20年７月31日 企業会計基準
第19号)を当連結会計年度から適用している。
なお、当該変更に伴う当連結会計年度の損益、及び退
職給付債務の差額の未処理残高に与える影響はない。
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【表示方法の変更】

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)

(連結貸借対照表)

１ 財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令(平成20
年８月７日 内閣府令第50号)が適用になることに伴
い、前連結会計年度において、「たな卸資産」とし
て掲記されていたものは、当連結会計年度から「商
品及び製品」、「仕掛品」、「原材料及び貯蔵品」
に区分掲記している。
なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる
「商品及び製品」、「仕掛品」、「原材料及び貯蔵
品」は、それぞれ4,836百万円、2,330百万円、1,580
百万円である。

２ 前連結会計年度まで無形固定資産を「借地権」、
「ソフトウエア」、「のれん」、「その他」として
区分掲記していたが、いずれの科目も資産総額の100
分の1以下であり重要性が乏しいため、当連結会計年
度より科目を集約し、「無形固定資産」として一括
掲記している。
なお、当連結会計年度の「無形固定資産」に含めた
「借地権」、「ソフトウエア」、「のれん」、「そ
の他」はそれぞれ400百万円、136百万円、47百万
円、14百万円である。

３ ファイナンス・リース取引に関するリース債務は、
前連結会計年度において流動負債及び固定負債の
「その他」に含めて表示していたが、「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リース取引に関す
る会計基準を適用したことに伴い、当連結会計年度
より流動負債及び固定負債の「リース債務」として
区分掲記している。
なお、前連結会計年度において流動負債及び固定負
債の「その他」に含めた「リース債務」はそれぞれ
86百万円、1,244百万円である。

４ 前連結会計年度まで区分掲記していた「長期未払
金」は、資産総額の100分の1以下であり重要性がな
いため、当連結会計年度より固定負債の「その他」
に含めて掲記している。
なお、当連結会計年度の固定負債の「その他」に含
めた「長期未払金」は272百万円である。

(連結貸借対照表)

――――――――――――――

(連結損益計算書)

――――――――――――――

(連結損益計算書)

前連結会計年度まで区分掲記していた「スクラップ
売却益」は営業外収益の100の10以下であり重要性が
ないため、当連結会計年度より、営業外収益の「そ
の他」に含めて掲記している。
なお、当連結会計年度の営業外収益の「その他」に
含めた「スクラップ売却益」は37百万円である。
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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)

(連結キャッシュ・フロー計算書)

１ 営業活動によるキャッシュ・フローの「貸倒引当金
の増減額」、「退職給付引当金の増減額」は前連結
会計年度において「引当金の増減額」に一括掲記し
ていたが、明瞭性の観点から当連結会計年度より区
分掲記することとした。なお、前連結会計年度の
「貸倒引当金の増減額」は△79百万円、「退職給付
引当金の増減額」は397百万円である。

２ 前連結会計年度において、営業活動によるキャッシ
ュ・フローで区分掲記していた「有形固定資産売却
損」（当連結会計年度1百万円）、「のれん償却額」
（当連結会計年度16百万円）、「前払年金費用の増
減額」（当連結会計年度92百万円）、「投資有価証
券売却損」（当連結会計年度０百万円）、「未払
（未収）消費税等の増減額」（当連結会計年度△127
百万円）は、明瞭性の観点から表示科目の見直しに
より、当連結会計年度から「その他」に含めて表示
することとした。

３ 前連結会計年度において、投資活動によるキャッシ
ュ・フローで区分掲記していた「有形固定資産の売
却による収入」（当連結会計年度13百万円）、「投
資有価証券取得による支出」（当連結会計年度△３
百万円）、「投資有価証券の売却による収入」（当
連結会計年度０百万円）、「貸付金の回収による収
入」（当連結会計年度４百万円）、「その他固定資
産の取得による支出」（当連結会計年度△99百万
円）、「その他固定資産の売却による収入」（当連
結会計年度20百万円）は、明瞭性の観点から表示科
目の見直しにより、当連結会計年度から「その他」
に含めて表示することとした。

４ 前連結会計年度において、財務活動によるキャッシ
ュ・フローで区分掲記していた「自己株式の取得に
よる支出」（当連結会計年度△１百万円）は、明瞭
性の観点から表示科目の見直しにより、当連結会計
年度から「その他」に含めて表示することとした。

(連結キャッシュ・フロー計算書)

前連結会計年度において、営業活動によるキャッシ
ュ・フローで区分掲記していた「有形固定資産廃棄
損」（当連結会計年度136百万円は、明瞭性の観点か
ら表示科目の見直しにより、当連結会計年度から
「その他」に含めて表示することとした。
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(8)【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

(平成21年３月31日)

当連結会計年度

(平成22年３月31日)

 

※１ 担保資産

(１)担保提供資産

(工場財団)

 建物及び構築物 6,289百万円

 機械装置 11,797百万円

 土地 4,143百万円

(その他)

 建物及び構築物 643百万円

 土地 275百万円
 

※１ 担保資産

(１)担保提供資産

(工場財団)

建物及び構築物 5,862百万円

機械装置 8,829百万円

土地 4,143百万円

(その他)

建物及び構築物 668百万円

土地 812百万円

 

(２)担保資産に対する債務

(工場財団設定分)

 長期借入金 18,331百万円

 (うち、１年内返済予定の長
期借入金)

(1,989百万円)

 短期借入金 378百万円

(その他)

 長期借入金 745百万円

 (うち、１年内返済予定の長
期借入金)

(289百万円)

 短期借入金 254百万円
  

(２)担保資産に対する債務

(工場財団設定分)

長期借入金 18,148百万円

(うち、１年内返済予定の長
期借入金)

(3,011百万円)

短期借入金 518百万円

(その他)

長期借入金 1,284百万円

(うち、１年内返済予定の長
期借入金)

(261百万円)

短期借入金 348百万円

 
※２ 有形固定資産の減価償却累計額 58,618百万円
  

※２ 有形固定資産の減価償却累計額 60,589百万円

 
３ 受取手形割引高 107百万円

 
 

３ 受取手形割引高 74百万円

※４ 未収消費税等は流動資産の「その他」に含めて
いる。未払消費税等は流動負債の「その他」に
含めている。

※４          同左
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(連結損益計算書関係)

前連結会計年度

(自 平成20年４月１日

至 平成21年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成21年４月１日

至 平成22年３月31日)

 

※１ 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の
低下による簿価切下げ額

売上原価 155百万円
 

※１ 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低
下による簿価切下げ額

売上原価 120百万円

 

※２ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は
次の通りである。

(販売費) (一般管理費)

発送費 962百万円 －百万円

従業員給料及び手当 721百万円 1,462百万円

退職給付費用 170百万円 399百万円

貸倒引当金

繰入額
9百万円 －百万円

役員退職慰労

引当金繰入額
－百万円 14百万円

研究開発費 －百万円 1,508百万円

 

※２ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次
の通りである。

(販売費) (一般管理費)

発送費 915百万円 －百万円

従業員給料及び手当 628百万円 1,100百万円

退職給付費用 181百万円 420百万円

貸倒引当金

繰入額
5百万円 －百万円

研究開発費 －百万円 1,290百万円

※３ 一般管理費に含まれる研究開発費は1,508百万円
である。

※３ 一般管理費に含まれる研究開発費は1,290百万円
である。

 

※４ 減損損失

経営環境の変化による受注減少に伴い、以下の
資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減
額し、当該減少額を減損損失として特別損失に
計上した。

用途 種類 場所
金額

(百万円)

自動車 
部品製造 
設備

機械装置
栃木工場

(栃木県下都賀
郡野木町)

1,188

自動車 
部品製造 
設備

機械装置

(株)日ピス 
福島製造所

(福島県伊達 
郡川俣町)

63

合計 1,252

(グルーピングの方法)

管理上の区分を基本とし、グルーピングしてい
る。

(回収可能価額の算定方法)

回収可能価額は使用価値により算定しており、
将来キャッシュ・フローを５％で割り引いて算
定している。

※５    ――――――――――――――

 

※４ 減損損失

経営環境の変化による受注減少に伴い、以下の
資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減
額し、当該減少額を減損損失として特別損失に
計上した。

用途 種類 場所
金額

(百万円)

自動車
部品製造 
設備

機械装置
栃木工場

(栃木県下都賀
郡野木町)

611

自動車
部品製造 
設備

機械装置

(株)日ピス 
福島製造所

(福島県伊達 
郡川俣町)

550

合計 1,162

(グルーピングの方法)

管理上の区分を基本とし、グルーピングしてい
る。

(回収可能価額の算定方法)

回収可能価額は使用価値により算定しており、
将来キャッシュ・フローを５％で割り引いて算
定している。

※５ 退職給付費用は、当社及び一部の国内連結子会社
における早期退職優遇制度の実施に伴うもので
ある。
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（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりである。 

単元未満株式の買取りによる増加      11,218株 

  

 
  

 
  

該当事項なし。 

  

(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 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

 普通株式 (株) 83,741,579 － － 83,741,579

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

 普通株式 (株) 1,658,572 11,218 － 1,669,790

３ 新株予約権等に関する事項

会社名 内訳
目的となる

株式の種類

目的となる株式の数(株） 当連結会計

年度末残高

（百万円）
前連結

会計年度末
増加 減少

当連結

会計年度末

提出会社
(平成20年6月)

ストック・オプション
としての新株予約権

― ― ― ― ― 27

合計 ― ― ― ― 27

４ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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 410 5.00 平成20年３月31日 平成20年６月30日

(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
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（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりである。 

単元未満株式の買取りによる増加      6,750株 

減少数の主な内訳は、次のとおりである。 

ストック・オプションの行使による減少   74,000株 

  

 
(注)   目的となる株式の数の変動事由の概要 

  平成22年新株予約権の減少は、権利行使によるものである。 

  

該当事項なし。 
  

該当事項なし。 

  

  

 
  

  

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 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

 普通株式 (株) 83,741,579 － － 83,741,579

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

 普通株式 (株) 1,669,790 6,750 74,000 1,602,540

３ 新株予約権等に関する事項

会社名 内訳
目的となる

株式の種類

目的となる株式の数(株） 当連結会計

年度末残高

（百万円）
前連結

会計年度末
増加 減少

当連結

会計年度末

提出会社
(平成20年6月)

ストック・オプション
としての新株予約権

― ― ― ― ― 17

合計 ― ― ― ― 17

４ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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

(連結キャッシュ・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
表に記載されている科目の金額との関係

※  現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表
に記載されている科目の金額との関係

 

現金及び預金勘定 5,098百万円

預入期間が3ヶ月を 
超える定期預金等

△27百万円

現金及び現金同等物 5,071百万円
 

現金及び預金勘定 8,988百万円

預入期間が3ヶ月を
超える定期預金等

△27百万円

現金及び現金同等物 8,960百万円
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(注) １ 事業区分の方法 

  事業区分は、販売先産業の種類により下記のとおり区分している。 

 
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6,027百万円であり、その主なものは、当社で

の余資運用資金(現預金)、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る。 

３ 「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」１．に記載のとおり、「棚卸資産の評価に関す

る会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）を当連結会計年度から適用

し、評価基準については移動平均法による原価法から移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価の

切下げの方法）に変更している。 

当該変更に伴い、当連結会計年度の営業費用は、「自動車関連製品事業」が143百万円、「舶用関連製品事

業」が５百万円、「その他の製品事業」が６百万円増加し、営業利益が同額減少又は営業損失が同額増加し

ている。 

４ 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(2)．①．(イ)(追加情報)に記載のとおり、当社

及び国内連結子会社の機械装置の耐用年数について、法人税法の改正を契機に見直しを行い、10年から９年

に変更している。 

当該変更に伴い、当連結会計年度の営業費用は、「自動車関連製品事業」が140百万円、「舶用関連製品事

業」が12百万円、「その他の製品事業」が54百万円増加し、営業利益が同額減少又は営業損失が同額増加し

ている。 

  

(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)

自動車関連 
製品事業

(百万円)

舶用関連
製品事業

(百万円)

その他の
製品事業

(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

39,267 2,362 3,158 44,789 － 44,789

 (2)セグメント間の
内部売上高又は
振替高

－ － － － － －

計 39,267 2,362 3,158 44,789 － 44,789

 営業費用 40,066 2,183 3,175 45,426 － 45,426

 営業利益又は 
営業損失(△)

△798 179 △16 △636 － △636

Ⅱ 資産、減価償却
費、減損損失及び
資本的支出

 資産 53,229 2,126 2,744 58,100 6,027 64,128

 減価償却費 4,487 113 223 4,824 28 4,852

 減損損失 1,220 － 31 1,252 － 1,252

 資本的支出 4,032 25 77 4,135 126 4,262

事業区分 主要製品

自動車関連製品事業 自動車用・二輪車用機関部品

舶用関連製品事業 舶用機関部品

その他の製品事業 陸用機関部品・家電製品用部品・事務機器用部品・産業機械用部品他
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(注) １ 事業区分の方法 

  事業区分は、販売先産業の種類により下記のとおり区分している。 

 
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9,988百万円であり、その主なものは、当社で

の余資運用資金(現預金)、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る。 

  

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)

自動車関連 
製品事業

(百万円)

舶用関連
製品事業

(百万円)

その他の
製品事業

(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

35,200 1,692 2,142 39,035 － 39,035

 (2)セグメント間の
内部売上高又は
振替高

－ － － － － －

計 35,200 1,692 2,142 39,035 － 39,035

 営業費用 35,879 1,562 2,203 39,645 － 39,645

 営業利益又は 
営業損失(△)

△678 129 △60 △610 － △610

Ⅱ 資産、減価償却
費、減損損失及び
資本的支出

 資産 49,801 1,964 2,219 53,985 9,988 63,973

 減価償却費 4,474 100 168 4,744 34 4,778

 減損損失 1,162 － － 1,162 － 1,162

 資本的支出 1,404 20 43 1,468 51 1,519

事業区分 主要製品

自動車関連製品事業 自動車用・二輪車用機関部品

舶用関連製品事業 舶用機関部品

その他の製品事業 陸用機関部品・家電製品用部品・事務機器用部品・産業機械用部品他
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(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

２ 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

  アジア………………タイ、インドネシア、中国他 

  ヨーロッパ…………ドイツ 

  その他の地域………北米 

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6,027百万円であり、その主なものは、当社で

の余資運用資金(現預金)、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る。 

４「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」１．に記載のとおり、「棚卸資産の評価に関する

会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号)を当連結会計年度から適用し、

評価基準については移動平均法による原価法から移動平均法による原価法(収益性の低下による簿価の切下

げの方法)に変更している。 

  当該変更に伴い、当連結会計年度の営業費用は、「日本」が155百万円増加し、営業損失が同額増加してい

る。 

５ 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(２)．①．(イ)(追加情報)に記載のとおり、当社

及び国内連結子会社の機械装置の耐用年数について、法人税法の改正を契機に見直しを行い、10年から９年

に変更している。 

  当該変更に伴い、当連結会計年度の営業費用は、「日本」が206百円増加し、営業損失が同額増加してい

る。 

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)

日本

(百万円)

アジア

(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

35,309 3,985 3,654 1,840 44,789 － 44,789

 (2)セグメント間の
内部売上高又は
振替高

5,727 868 8 － 6,604 （6,604） －

計 41,037 4,854 3,662 1,840 51,394 （6,604） 44,789

 営業費用 41,857 4,515 3,545 2,192 52,111 （6,685） 45,426

 営業利益又は 
営業損失(△)

△820 338 116 △352 △717 81 △636

Ⅱ 資産 55,394 9,294 2,241 5,714 72,644 （8,516） 64,128
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(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

２ 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

  アジア………………タイ、インドネシア、中国他 

  ヨーロッパ…………ドイツ 

  その他の地域………北米 

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9,988百万円であり、その主なものは、当社で

の余資運用資金(現預金)、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る。 

  

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)

日本

(百万円)

アジア

(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

29,996 4,137 2,881 2,020 39,035 － 39,035

 (2)セグメント間の
内部売上高又は
振替高

4,005 876 17 92 4,991 （4,991） －

計 34,001 5,014 2,898 2,112 44,027 （4,991） 39,035

 営業費用 34,496 4,743 2,837 2,498 44,575 （4,930） 39,645

 営業利益又は 
営業損失(△)

△494 270 61 △385 △548 （61） △610

Ⅱ 資産 52,014 9,554 1,986 5,400 68,955 （4,982） 63,973
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(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) 国又は地域の区分の方法……地理的近接度によっている。 

(2) 各区分に属する主な国又は地域 

①アジア…………タイ、インドネシア、シンガポール、中国他 

②ヨーロッパ……ドイツ他 

③北米……………アメリカ他 

④その他の地域…南アフリカ、ヨルダン、メキシコ他 

２ 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る。 

  

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……地理的近接度によっている。 

(2) 各区分に属する主な国又は地域 

①アジア…………タイ、インドネシア、シンガポール、中国他 

②ヨーロッパ……ドイツ他 

③北米……………アメリカ他 

④その他の地域…南アフリカ、ヨルダン、メキシコ他 

２ 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る。 

  

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)

アジア ヨーロッパ 北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 8,004 3,386 1,206 4,621 17,217

Ⅱ 連結売上高（百万円） 44,789

Ⅲ 連結売上高に占める海
外売上高の割合（％）

17.9 7.6 2.7 10.3 38.4

アジア ヨーロッパ 北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 8,171 2,609 1,399 3,104 15,285

Ⅱ 連結売上高（百万円） 39,035

Ⅲ 連結売上高に占める海
外売上高の割合（％）

20.9 6.7 3.6 8.0 39.2
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(税効果会計関係)

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 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因
別の内訳

(繰延税金資産)

 未払賞与 215百万円

 貸倒引当金 34百万円

 税務上の繰越欠損金 1,652百万円

 退職給付引当金 1,076百万円

 未実現利益の消去 507百万円

 投資有価証券評価損 305百万円

 減損損失 484百万円

 その他 209百万円

 繰延税金資産小計 4,486百万円

 評価性引当金 △3,940百万円

 繰延税金資産合計 546百万円

(繰延税金負債)

 その他有価証券評価差額金 △274百万円

 固定資産圧縮積立金 △52百万円

 在外子会社減価償却費 △81百万円

 在外子会社剰余金税効果 △23百万円

 前払年金費用 △459百万円

 その他 △17百万円

 繰延税金負債合計 △909百万円

繰延税金資産(負債)の純額 △363百万円
 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
の内訳

(繰延税金資産)

未払賞与 202百万円

貸倒引当金 24百万円

税務上の繰越欠損金 2,348百万円

退職給付引当金 1,032百万円

未実現利益の消去 577百万円

投資有価証券評価損 307百万円

減損損失 862百万円

その他 255百万円

繰延税金資産小計 5,611百万円

評価性引当金 △5,083百万円

繰延税金資産合計 528百万円

(繰延税金負債)

その他有価証券評価差額金 △856百万円

固定資産圧縮積立金 △43百万円

在外子会社減価償却費 △146百万円

在外子会社剰余金税効果 △24百万円

前払年金費用 △408百万円

その他 △0百万円

繰延税金負債合計 △1,480百万円

繰延税金資産(負債)の純額 △951百万円

 

繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の
項目に含まれている。

流動資産－繰延税金資産 87百万円

固定資産－繰延税金資産 452百万円

流動負債－繰延税金負債 △14百万円

固定負債－繰延税金負債 △889百万円
 

繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項
目に含まれている。

流動資産－繰延税金資産 89百万円

固定資産－繰延税金資産 430百万円

流動負債－繰延税金負債 △1百万円

固定負債－繰延税金負債 △1,470百万円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負
担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

税金等調整前当期純損失であるため、記載を省略
している。

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との差異の原因となった主な項目別の内訳

税金等調整前当期純損失であるため、記載を省略し
ている。
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(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額である。 

なお、当連結会計年度において減損処理を行い、投資有価証券評価損464百万円を計上している。 

重要性が乏しいため記載を省略している。 

  

３ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

その他有価証券 

非上場株式        148百万円 

  

 
(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額である。 

該当事項なし。 

  

３ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

その他有価証券 

非上場株式        168百万円 

  

(有価証券関係)

前連結会計年度(平成21年３月31日)

１ その他有価証券で時価のあるもの

区分

前連結会計年度

(平成21年３月31日)

取得原価

（百万円）

連結決算日における

連結貸借対照表計上額

（百万円）

差額

（百万円）

連結貸借対照表計上額が取得原価を超える
もの

株式
2,465 3,272 806

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えな
いもの

株式
417 340 △77

合計 2,883 3,612 729

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券

当連結会計年度(平成22年３月31日)

１ その他有価証券で時価のあるもの

区分

当連結会計年度

(平成22年３月31日)

取得原価

（百万円）

連結決算日における

連結貸借対照表計上額

（百万円）

差額

（百万円）

連結貸借対照表計上額が取得原価を超える
もの

株式
2,791 4,944 2,152

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えな
いもの

株式
94 85 △8

合計 2,886 5,030 2,143

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券
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(デリバティブ取引関係)

１ 取引の状況に関する事項

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 取引の内容及び利用目的等

通貨関連取引として、外貨建売掛金について為替変
動による損失を回避し、円貨によるキャッシュ・フ
ローを確定させるため、為替予約取引を行ってい
る。
また、外貨建貸付金について為替変動における損失
を回避するために通貨オプション取引を行ってい
る。
金利関連取引として、変動金利の借入金の調達資金
を通常3年から5年の固定金利の資金調達に換えるた
め、金利スワップ取引を行っている。
商品関連取引として、原燃料の価額変動による損失
を回避するため、商品スワップ取引を行っている。

１ 取引の内容及び利用目的等

同左

２ 取引に対する取組方針

通貨関連におけるデリバティブ取引は、上記の取引
についてのみ行っており、外貨建売掛金及び外貨建
貸付金の外貨額を超える契約は行わないこととして
いる。
金利関連のデリバティブ取引については、現在、変
動金利を固定金利に変換し、金利上昇リスクを避け
る目的で金利スワップ取引を利用しているのみであ
り、投機目的の取引及びレバレッジ効果の高い取引
は行わないこととしている。
商品関連におけるデリバティブ取引は、原燃料の価
格変動による損失を回避するためにのみ行い、投機
を目的とした取引等は行わないこととしている。

２ 取引に対する取組方針

同左

３ 取引に係るリスクの内容

通貨関連における為替予約取引及び通貨オプション
取引は、為替相場の変動によるリスクを有してい
る。金利関連における金利スワップ取引は、市場金
利の変動によるリスクを有している。また、商品関
連における商品スワップ取引は、原燃料の価格変動
によるリスクを有している。
なお、当社及び連結子会社の利用しているすべての
デリバティブ取引の契約先は、いずれも信用の高い
国内銀行であるため、相手先の契約不履行によるリ
スクはほとんどないものと判断している。

３ 取引に係るリスクの内容

同左

４ 取引に係るリスク管理体制

デリバティブ取引の実行及び管理は当社においては
経理部にて、連結子会社においては、経理関連部署
が行っている。
当該デリバティブ取引については、ヘッジの対象及
び目的も限定的なものであるため社内稟議等による
規制や管理を行っている。
なお、多額の借入金等は取締役会の専決事項である
ため、取締役会にて決定している。

４ 取引に係るリスク管理体制

同左
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(注) １ 時価の算定方式については、取引金融機関により提示を受けた価格を使用している。 

２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いている。 
３ 上記商品スワップ取引は、ヘッジ会計の適用要件を満たさなくなったため、ヘッジ会計の適用を中止して

いる。 

  

 
(注) １ 時価の算定方式については、取引金融機関により提示を受けた価格を使用している。 

２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いている。 

  

２ 取引の時価等に関する事項

前連結会計年度末(平成21年３月31日)

区分 対象物の種類 取引の種類
契約額等 

（百万円）
契約金額のうち

１年超(百万円)

時価 
（百万円）

評価損益 
（百万円）

市場取
引以外
の取引

通 貨

通貨オプション取引

売建 265 166 0 2

買建 265 166 67 20

計 530 333 68 22

商 品
商品スワップ取引

支払固定・受取変動 229 － 207 △22

計 229 － 207 △22

合計 759 333 275 0

当連結会計年度末(平成22年３月31日)

区分 対象物の種類 取引の種類
契約額等
（百万円）

契約金額のうち

１年超(百万円)

時価 
（百万円）

評価損益
（百万円）

市場取
引以外
の取引

通 貨

通貨オプション取引

売建 158 65 0 1

買建 158 65 49 17

合計 316 130 50 19
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(退職給付関係)

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 採用している退職給付制度の概要

当社、一部の連結子会社において、下記の退職給
付制度を採用している。
(１) 退職一時金

退職一時金制度(確定給付型)
(２) 企業年金

①確定拠出型年金制度(確定拠出型)
②キャッシュ・バランスプラン(確定給付型)及
び確定拠出型年金制度(確定拠出型)の併用

(３) 退職一時金及び企業年金の併用
退職一時金制度(確定給付型)、キャッシュ・
バランスプラン(確定給付型)及び確定拠出型
年金制度(確定拠出型)の併用

１ 採用している退職給付制度の概要
同左

 

２ 退職給付債務に関する事項(平成21年３月31日)

イ 退職給付債務 △8,486百万円

ロ 年金資産 2,380百万円

ハ 未積立退職給付債務 
  (イ+ロ)

△6,105百万円

二 会計基準変更時差異の
  未処理額

3,661百万円

ホ 未認識数理計算上の差異 1,338百万円

ヘ 未認識過去勤務債務 △427百万円

ト 連結貸借対照表計上額純額 
  (ハ+二+ホ+ヘ)

△1,532百万円

チ 前払年金費用 1,137百万円

リ 退職給付引当金(ト-チ) △2,670百万円

(注)  一部の連結子会社において、退職給付債務の
算定にあたり、簡便法を採用している。

 

２ 退職給付債務に関する事項(平成22年３月31日)

イ 退職給付債務 △7,628百万円

ロ 年金資産 2,909百万円

ハ 未積立退職給付債務
  (イ+ロ)

△4,719百万円

二 会計基準変更時差異の
  未処理額

3,051百万円

ホ 未認識数理計算上の差異 473百万円

ヘ 未認識過去勤務債務 △373百万円

ト 連結貸借対照表計上額純額 
  (ハ+二+ホ+ヘ)

△1,567百万円

チ 前払年金費用 1,012百万円

リ 退職給付引当金(ト-チ) △2,580百万円

(注)  一部の連結子会社において、退職給付債務の算
定にあたり、簡便法を採用している。

 

３ 退職給付費用に関する事項

イ 勤務費用 377百万円

ロ 利息費用 176百万円

ハ 期待運用収益 △44百万円

二 会計基準変更時差異の
  費用処理額

610百万円

ホ 数理計算上の差異の 
  費用処理額

143百万円

ヘ 過去勤務債務の費用処理額 △53百万円

ト その他 80百万円

チ 退職給付費用 
  (イ+ロ+ハ+ニ+ホ+ヘ+ト)

1,290百万円

(注) １ 簡便法を採用している連結子会社の退職給付
費用は、「イ 勤務費用」に計上している。

２ 「ト その他」は、確定拠出年金に係る要拠
出額等である。

 

３ 退職給付費用に関する事項

イ 勤務費用 381百万円

ロ 利息費用 168百万円

ハ 期待運用収益 －百万円

二 会計基準変更時差異の
  費用処理額

610百万円

ホ 数理計算上の差異の
  費用処理額

161百万円

ヘ 過去勤務債務の費用処理額 △53百万円

ト その他 85百万円

チ 退職給付費用
  (イ+ロ+ハ+ニ+ホ+ヘ+ト)

1,354百万円

(注) １ 簡便法を採用している連結子会社の退職給付
費用は、「イ 勤務費用」に計上している。

２ 「ト その他」は、確定拠出年金に係る要拠
出額等である。

３ 上記退職給付費用以外に、早期退職優遇制度
の実施に伴う特別退職金80百万円を特別損失
として計上している。

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

イ 退職給付見込額の期間配分 
  方法

期間定額基準

ロ 割引率 2.0％

ハ 期待運用収益率 1.85％

二 過去勤務債務の額の処理 
  年数

10年

ホ 数理計算上の差異の処理 
  年数

平均残存勤務年数

ヘ 会計基準変更時差異の処理 
  年数

15年

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

イ 退職給付見込額の期間配分 
  方法

期間定額基準

ロ 割引率 2.0％

ハ 期待運用収益率 0.00％

二 過去勤務債務の額の処理
  年数

10年

ホ 数理計算上の差異の処理
  年数

平均残存勤務年数

ヘ 会計基準変更時差異の処理 
  年数

15年
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一般管理費(株式報酬費用)      27百万円 

  

(１)ストック・オプションの内容 

 
  

(２)ストック・オプションの規模及びその変動状況 

①ストック・オプションの数 

 
  

②単価情報 

 
  

(ストック・オプション等関係)

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 前連結会計年度における費用計上額及び科目名

２ ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

会社名 提出会社

決議年月日 平成20年６月27日

付与対象者の区分及び人数 当社取締役   ９名

株式の種類及び付与数 普通株式  193,000株

付与日 平成20年７月31日

権利確定条件 付されていない

対象勤務期間 定めなし

権利行使期間
自 平成20年８月１日

至 平成45年７月31日

会社名 提出会社

決議年月日 平成20年６月27日

権利確定前

前連結会計年度末 －

付与 193,000株

失効 －

権利確定 －

未確定残 193,000株

権利確定後

前連結会計年度末 －

権利確定 －

権利行使 －

失効 －

未行使残 －

会社名 提出会社

決議年月日 平成20年６月27日

権利行使価額 1円

行使時平均株価 －

付与日における公正な評価単価 145円
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３ 当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

(１)使用した算定技法 

ブラック・ショールズ式 

(２)使用した主な基礎数値及びその見積方法 

①株価変動性                     34.21％ 

平成15年１月20日～平成20年７月31日の株価実績に基づき算定している。 

②予想残存期間                    ５年６ヶ月 

十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積が困難であるため、当社取締役の平均的な就任期間に基

づき見積もっている。 

③予想配当                      ５円／株 

平成20年３月期の配当実績による。 

④無リスク利子率                   1.14％ 

予想残存期間に対応する国債利回りに基づき算定している。 

  

４ ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

基本的には、将来の失効数の合理的な見積は困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採

用している。 
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該当事項なし。 

  

(１)ストック・オプションの内容 

 
  

(２)ストック・オプションの規模及びその変動状況 

①ストック・オプションの数 

 
  

②単価情報 

 
  

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 当連結会計年度における費用計上額及び科目名

２ ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

会社名 提出会社

決議年月日 平成20年６月27日

付与対象者の区分及び人数 当社取締役   ９名

株式の種類及び付与数 普通株式  193,000株

付与日 平成20年７月31日

権利確定条件 付されていない

対象勤務期間 定めなし

権利行使期間
自 平成20年８月１日

至 平成45年７月31日

会社名 提出会社

決議年月日 平成20年６月27日

権利確定前

前連結会計年度末 －

付与 －

失効 －

権利確定 －

未確定残 －

権利確定後

前連結会計年度末 193,000株

権利確定 －

権利行使 74,000株

失効 －

未行使残 119,000株

会社名 提出会社

決議年月日 平成20年６月27日

権利行使価額 1円

行使時平均株価 －

付与日における公正な評価単価 145円
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３ 当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

(１)使用した算定技法 

ブラック・ショールズ式 

(２)使用した主な基礎数値及びその見積方法 

①株価変動性                     34.21％ 

平成15年１月20日～平成20年７月31日の株価実績に基づき算定している。 

②予想残存期間                    ５年６ヶ月 

十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積が困難であるため、当社取締役の平均的な就任期間に基

づき見積もっている。 

③予想配当                      ５円／株 

平成20年３月期の配当実績による。 

④無リスク利子率                   1.14％ 

予想残存期間に対応する国債利回りに基づき算定している。 

  

４ ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

基本的には、将来の失効数の合理的な見積は困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採

用している。 
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(注) 算定上の基礎 

１株当たり当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

  

 
  

該当事項なし。 

  

該当事項なし。 

  

リース取引、関連当事者との取引、及び金融商品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る。 

(１株当たり情報)

前連結会計年度

(自 平成20年４月１日

至 平成21年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成21年４月１日

至 平成22年３月31日)

 

１株当たり純資産額 171円49銭

１株当たり当期純損失 59円88銭

 

１株当たり純資産額 153円34銭

１株当たり当期純損失 33円94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、潜在株式は存在するものの、１株当たり当期純損
失であるため、記載していない。

同左

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株当たり当期純損失

 当期純損失（百万円） 4,915 2,787

 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） 4,915 2,787

 普通株式の期中平均株式数（千株） 82,076 82,119

希薄化効果を有していないため、潜在株式調整後１株
当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の
概要

新株予約権１種類(新株予約
権の数193個)。

新株予約権１種類(新株予約
権の数119個)。

(重要な後発事象)

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）

(開示の省略)
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5.【個別財務諸表】 
(1)【貸借対照表】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,474 7,587

受取手形 28 27

売掛金 5,666 7,089

商品及び製品 1,992 1,397

仕掛品 1,322 1,095

原材料及び貯蔵品 426 325

前払費用 36 50

関係会社短期貸付金 3,871 1,960

未収入金 474 340

その他 32 12

貸倒引当金 △19 △14

流動資産合計 17,307 19,872

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 5,419 5,141

構築物（純額） 387 331

機械及び装置（純額） 8,939 6,882

車両運搬具（純額） 10 8

工具、器具及び備品（純額） 171 142

土地 3,085 3,085

建設仮勘定 172 82

有形固定資産合計 18,186 15,672

無形固定資産   

借地権 400 400

ソフトウエア 117 134

電話加入権 4 4

施設利用権 2 1

無形固定資産合計 524 541

投資その他の資産   

投資有価証券 3,761 5,198

関係会社株式 10,795 11,152

出資金 1 1

関係会社出資金 2,229 2,205

役員及び従業員に対する長期貸付金 16 13

関係会社長期貸付金 3,612 3,362

長期前払費用 204 150

前払年金費用 1,137 998

その他 137 119

貸倒引当金 △43 △43

投資その他の資産合計 21,853 23,161

固定資産合計 40,564 39,375

資産合計 57,872 59,247
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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 1,579 2,003

買掛金 4,492 7,350

短期借入金 4,367 4,467

1年内返済予定の長期借入金 3,841 5,454

リース債務 15 162

未払金 257 244

未払費用 598 628

未払法人税等 － 30

繰延税金負債 6 －

前受金 16 1

預り金 113 96

設備関係支払手形 959 128

流動負債合計 16,248 20,567

固定負債   

長期借入金 22,217 19,354

リース債務 54 894

繰延税金負債 790 1,303

退職給付引当金 833 834

その他 272 327

固定負債合計 24,168 22,714

負債合計 40,417 43,282

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,839 9,839

資本剰余金   

資本準備金 5,810 5,810

資本剰余金合計 5,810 5,810

利益剰余金   

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 131 108

別途積立金 2,200 1,600

繰越利益剰余金 △594 △2,319

利益剰余金合計 1,736 △611

自己株式 △369 △354

株主資本合計 17,016 14,684

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 405 1,263

繰延ヘッジ損益 5 0

評価・換算差額等合計 410 1,263

新株予約権 27 17

純資産合計 17,454 15,965

負債純資産合計 57,872 59,247

日本ピストンリング㈱　(6461)　平成22年３月期　決算短信

- 41 -



(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 39,266 32,336

売上原価 34,184 28,805

売上総利益 5,081 3,531

販売費及び一般管理費 5,512 4,651

営業損失（△） △430 △1,119

営業外収益   

受取利息 152 164

受取配当金 295 201

受取地代家賃 63 72

助成金収入 － 61

雑収入 20 52

営業外収益合計 532 552

営業外費用   

支払利息 457 561

為替差損 30 31

減価償却費 97 154

雑支出 198 204

営業外費用合計 784 951

経常損失（△） △682 △1,518

特別損失   

減損損失 1,188 611

投資有価証券評価損 464 5

関係会社出資金評価損 80 23

関係会社株式評価損 － 27

退職給付費用 － 33

PCB処理費用 － 177

特別損失合計 1,734 879

税引前当期純損失（△） △2,416 △2,398

法人税、住民税及び事業税 3 15

法人税等調整額 784 △72

法人税等合計 788 △56

当期純損失（△） △3,204 △2,341
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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 9,839 9,839

当期末残高 9,839 9,839

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 5,810 5,810

当期末残高 5,810 5,810

資本剰余金合計   

前期末残高 5,810 5,810

当期末残高 5,810 5,810

利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 155 131

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △24 △23

当期変動額合計 △24 △23

当期末残高 131 108

別途積立金   

前期末残高 1,800 2,200

当期変動額   

別途積立金の積立 400 －

別途積立金の取崩 － △600

当期変動額合計 400 △600

当期末残高 2,200 1,600

繰越利益剰余金   

前期末残高 3,396 △594

当期変動額   

剰余金の配当 △410 －

新株予約権の行使 － △5

固定資産圧縮積立金の取崩 24 23

別途積立金の積立 △400 －

別途積立金の取崩 － 600

当期純損失（△） △3,204 △2,341

当期変動額合計 △3,991 △1,724

当期末残高 △594 △2,319

利益剰余金合計   

前期末残高 5,351 1,736

当期変動額   

剰余金の配当 △410 －

新株予約権の行使 － △5

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

別途積立金の取崩 － －

当期純損失（△） △3,204 △2,341

当期変動額合計 △3,615 △2,347

当期末残高 1,736 △611
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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) 

自己株式   

前期末残高 △368 △369

当期変動額   

新株予約権の行使 － 16

自己株式の取得 △1 △0

当期変動額合計 △1 15

当期末残高 △369 △354

株主資本合計   

前期末残高 20,633 17,016

当期変動額   

剰余金の配当 △410 －

新株予約権の行使 － 10

当期純損失（△） △3,204 △2,341

自己株式の取得 △1 △0

当期変動額合計 △3,616 △2,331

当期末残高 17,016 14,684

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 1,506 405

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,100 857

当期変動額合計 △1,100 857

当期末残高 405 1,263

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 10 5

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5 △4

当期変動額合計 △5 △4

当期末残高 5 0

評価・換算差額等合計   

前期末残高 1,517 410

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,106 852

当期変動額合計 △1,106 852

当期末残高 410 1,263

新株予約権   

前期末残高 － 27

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 27 △10

当期変動額合計 27 △10

当期末残高 27 17
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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 22,150 17,454

当期変動額   

剰余金の配当 △410 －

新株予約権の行使 － 10

当期純損失（△） △3,204 △2,341

自己株式の取得 △1 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,078 842

当期変動額合計 △4,695 △1,489

当期末残高 17,454 15,965
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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) 

該当事項なし。 

  

当事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

該当事項なし。 

  

  

 
(注) 算定上の基礎 

１株当たり当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

 
  

(4)【継続企業の前提に関する注記】

(5)【個別財務諸表に関する注記】

(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株当たり純資産額 212円33銭

１株当たり当期純損失 39円04銭
 

１株当たり純資産額 194円15銭

１株当たり当期純損失 28円51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、潜在株式は存在するものの、１株当たり当期
純損失であるため、記載していない。

同左

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株当たり当期純損失

 損益計算書上の当期純損失（百万円） 3,204 2,341

 普通株式に係る当期純損失（百万円） 3,204 2,341

 普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

 普通株式の期中平均株式数（千株） 82,076 82,119

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株
式の概要

新株予約権１種類(新株
予約権の数193個)。

新株予約権１種類(新株
予約権の数119個)。
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平成21年３月期後半からの世界的な金融危機の影響による実体経済の悪化から世界経済は深刻な後退

局面に陥りましたが、各国の景気刺激策等の実施により、跛行性は見られるものの、平成22年３月期は

世界経済の更なる底割れ懸念は薄らぎ、新興国を中心に緩やかな回復が見られるようになりました。当

グループが関連する自動車業界におきましても世界市場全体の急激な縮小の影響を受け、非常に不透明

な事業環境を余儀なくされましたが、平成22年３月期の前半で生産台数も底を打ち、回復の兆しが見ら

れるようになりました。 

  

平成22年３月期は第四次中期経営計画の開始年度にあたりましたが、非常に不透明な事業環境の中で

のスタートとなり、早急な収益力の改善を喫緊の課題と認識し、原価低減活動の強化、役員報酬を含む

人件費をはじめとした経費の削減、設備投資の圧縮、在庫の削減等をおしすすめ、企業体質の強化に努

めてまいりました。 

  

当社を取り巻く事業環境には依然不透明感はありますものの、受注の回復、固定費等の抑制等による

効果も現れてきております。引き続き前述の諸施策をおしすすめますとともに、今後の市場構造の変化

を踏まえ、事業基盤の拡充、企業価値の向上に向けて、平成24年３月期を 終年度とする第四次中期経

営計画につきましては、「事業構造改革の着手」～ヒト・モノ・カネの効率化～を基本方針として、以

下の重点課題に取り組んでまいります。 

  

(１) BS／Cash Flow 経営への転換(変革への挑戦) 

(２) 人材育成強化による「世界 高品質の追求」 

(３) すべてのコスト構造改革 

(４) 固有技術の活用による新製品の開発 

(５) CSR活動の強化 

  

 売上高：430億円 営業利益率：６％以上 

  

＜補足資料＞

第四次中期経営計画(連結) 

事業構造改革の着手 

～ヒト・モノ・カネの効率化～ 

(対象期間：平成22年３月期 ～ 平成24年３月期)

 重点課題

目標値(平成24年３月期)
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該当はございません。 

  

該当はございません。 

  

監査役  丹野 浩一 (現 国立一関工業高等専門学校校長) 

(社外監査役) 

  

該当はございません。 

  

監査役  堀江  皓 (現 岩手大学特任教授) 

(社外監査役) 

  

該当はございません。 

  

役員の異動
(平成22年６月29日付)

１.代表者の異動

２.その他役員の異動

(１) 新任取締役候補

(２) 新任監査役候補

(３) 退任予定取締役

(４) 退任予定監査役

(５) 昇格予定取締役
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