
   

１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月1日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無 ： 無 

  

３．平成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） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無 ： 無 
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（１）連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

  売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

23年３月期第１四半期  41,926  40.6  3,689  －  3,759  －  2,578  －

22年３月期第１四半期  29,811  △39.6  △1,331  －  △564  －  △720  －

  
１株当たり 
四半期純利益 

潜在株式調整後
１株当たり 
四半期純利益 

  円 銭 円 銭 

23年３月期第１四半期  39.42  －

22年３月期第１四半期  △11.01  －

  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 

23年３月期第１四半期  131,295  100,503  64.2  1,289.40

22年３月期  130,850  98,739  63.8  1,277.49

（参考）自己資本  23年３月期第１四半期 84,306百万円 22年３月期 83,527百万円 

  
年間配当金

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 

22年３月期 －  7.00 － 7.00  14.00  

23年３月期 －  

23年３月期（予想） 12.00 － 12.00  24.00  

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）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（累計）  82,300  27.5  5,600  －  5,800  884.5  3,200  －  48.94

通期  165,000  13.5  10,500  117.4  11,000  80.0  6,000  131.0  91.77



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ.４「２.その他の情報」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無 

新規 社 （社名        ）    除外 社  （社名        ） 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有 

（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更 ： 有 

②  ①以外の変更               ： 無 

（注）「四半期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」に記載される四半期連結財務諸表作成

に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する説明 

 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続の対象外であり、この四半期決算短

信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続を実施しています。 

  

※  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、四半期決算短信[添付資料]

Ｐ．３「（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

  

－ －

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 65,452,143株 22年３月期 65,452,143株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 68,534株 22年３月期 68,534株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 65,383,609株 22年３月期１Ｑ 65,383,700株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報  

 当第１四半期連結累計期間の連結経営成績は、売上面では、昨年後半からの世界景気の順調な

回復にともなう自動車需要の回復を受けて、全地域で前年同期比増収となり、売上高は41,926百

万円（前年同期比増減率40.6％）となりました。利益面では、増収効果に加えて、全地域での原

価低減活動と経費削減効果により、3,689百万円と前年同期の赤字から黒字に転じました。  

  なお、セグメントごとの業績は以下のとおりであります。  

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

      売上高（百万円） 
対前年同期増減額 

（百万円） 

 対前年同期増減率 

（％） 

 日本  12,793  3,425  36.6

 北米  8,993  1,841  25.7

 アジア    16,088  5,362  50.0

 南米・欧州  4,053  1,486  57.9

合計  41,926  12,115  40.6

      営業利益（百万円）
対前年同期増減額 

（百万円） 

 対前年同期増減率 

（％） 

 日本  1,042  2,395  －

 北米  160  489  －

 アジア    1,866  1,554  498.3

 南米・欧州  542  686  －

 消去又は全社  80  △104 － 

合計  3,689  5,020  －

日本 【売上】  

  
 市場の回復に伴う二・四輪車メーカー各社の生産台数の増加と新型車の立上りにより、

12,793百万円と前年同期に比べ36.6％の増収となりました。 

  【営業利益】  

  
 為替影響などがあったものの、増収に伴う利益の増加及び原価低減効果などにより、

1,042百万円と前年同期に比べ2,395百万円の改善となりました。 

北米 【売上】  

  
 為替影響はあったものの、市場の回復による四輪車メーカーの増産により、8,993百万円

と前年同期に比べ25.7％の増収となりました。 

  【営業利益】 

  
 為替影響などがあったものの、増収に伴う利益の増加及び原価低減効果などにより、160

百万円と前年同期に比べ489百万円の改善となりました。 

アジア 【売上】  

  

 中国市場の好調と現地生産拡大、タイ・インドネシア・ベトナム市場回復による二・四

輪車メーカー各社の増産及び為替影響により、16,088百万円と前年同期に比べ50.0％の増

収となりました。 

  【営業利益】  

  

 減価償却費及び一般管理費などの増加はあったものの、増収に伴う利益の増加、原価低

減効果及びルピア・バーツ高による為替影響などにより、1,866百万円と前年同期に比べ

1,554百万円の増益となりました。 

南米・欧州 【売上】  

  
 ブラジル市場の回復による二輪車メーカー各社の増産及び為替影響、欧州市場の大型二

輪車の増加により、4,053百万円と前年同期に比べ57.9％の増収となりました。 

  【営業利益】 

  
 増収に伴う利益の増加、原価低減効果及びレアル高による為替影響などにより、542百万

円と前年同期に比べ686百万円の改善となりました。 



（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 ①資産、負債、純資産等の状況  

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は 百万円となり、前連結会計年度末比 百万円

の増加となっております。なお、各項目別の主な要因は次のとおりであります。 

（流動資産） 

 流動資産は 百万円となり、前年度末比 百万円増加しております。これは主に現金

及び預金の増加によるものであります。 

（固定資産） 

 固定資産は 百万円となり、前年度末比 百万円減少しております。これは主に投資

有価証券の減少によるものであります。 

（流動負債） 

 流動負債は 百万円となり、前年度末比 百万円減少しております。 

（固定負債） 

 固定負債は 百万円となり、前年度末比 百万円減少しております。 

（純資産） 

 純資産は 百万円となり、前年度末比 百万円増加しております。これは主に利益剰

余金の増加によるものであります。 

 ②キャッシュ・フローの状況  

 当第１四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等

調整前四半期純利益による資金の増加の一方、有形固定資産の取得等による資金の減少により、

前連結会計年度末比 百万円増加し、当第１四半期連結会計期間末には 百万円となっ

ております。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローでは、 百万円の資金を得ております。これは主に税

金等調整前四半期純利益及び減価償却費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） 

 投資活動によるキャッシュ・フローでは、 百万円の支出となっております。これは主に

設備投資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） 

 財務活動によるキャッシュ・フローでは、 百万円の支出となっております。これは主に配

当金の支払いによるものであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報   

 当期の経済情勢を展望しますと、昨年後半から順調な回復を続けていた米国経済は、企業在庫

復元の動き一巡や景気対策効果の剥落から成長ペースが鈍化し、先行き不透明感が台頭しており

ます。また、欧州経済も南欧諸国の財政問題や金融不安を背景に年央から失速し、景気の先行き

に不安感が高まっております。わが国の景気は、輸出の増加や景気対策効果により着実に持ち直

しを続けておりますが、今後、世界景気の減速を受けた輸出の増勢鈍化や景気対策効果の剥落が

予想されることから、景気持ち直しのペースは緩やかなものに止まると見ております。一方、中

国の経済成長はやや減速の兆しが見られるものの、３四半期連続で二桁成長を維持しており、政

府による過熱抑制措置と成長持続政策の舵取りのもとで、持続的な景気回復が続くと予想してお

ります。 

 自動車需要は、米国では景気回復の減速とともにリテール販売にやや鈍化の兆しが見られるも

のの、引き続き前年実績を上回る水準で推移すると見ております。また、西欧では各国政府によ

る販売支援策の終了とともに販売台数が減少に転じており、通年では前年比減少が予想されてお

ります。また、国内では販売支援策による足許の需要増は見られるものの、消費マインドの本格

的な改善には至らず、需要は前年比横這いに止まると見られ、更には販売支援策終了後の反動に

よる需要減の影響も懸念されております。一方、アジア市場では経済成長が続く中国、インドな

ど新興国を中心に需要の大幅拡大が見込まれております。 

131,295 445

72,854 3,736

58,441 3,291

25,952 412

4,840 907

100,503 1,764

2,956 27,578

4,347

1,189

632



 このような経済情勢のもと、世界同時不況以降の自動車市場の構造変革とエネルギー制約・環

境問題の高まりの中で、当社グループは新興国に軸足をおいた現地調達、現地生産の拡大を進め

るとともに、環境と安心をテーマとした軽量化商品・高付加価値商品の開発、提供により、足許

の競争力強化と将来の成長基盤構築に努めてまいります。 

 以上のような経営環境を踏まえて、平成23年３月期の業績見通しは、従来どおり売上高1,650

億円、営業利益105億円、経常利益110億円、当期純利益60億円を据え置きといたします。 

 業績見通しの前提となる為替レートにつきましては、主要国の経済情勢、金融市場の動向な

ど、先行き不透明感が強い中ではありますが、引き続き90円／USドルを想定しております。 

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。    

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

① 簡便な会計処理 

・棚卸資産の評価方法 

 当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出については、実地棚卸を省略し、前連結会計

年度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

・固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分し

て算定する方法によっております。 

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益

に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実

効税率を乗じて計算しております。 

 ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる

場合には、税金等調整前四半期純利益に法定実効税率を乗じて計算しております。  

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。   

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

① 資産除去債務に関する会計基準の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18

号 平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用しております。 

 これにより、営業利益及び経常利益は０百万円減少し、税金等調整前四半期純利益は43百

万円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は49百

万円であります。 

② 「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」

の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平

成20年３月10日公表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実

務対応報告第24号 平成20年３月10日）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。  

２．その他の情報



３．連結財務諸表等 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 27,784 24,877

受取手形及び売掛金 25,237 23,355

商品及び製品 3,522 3,698

仕掛品 2,175 1,881

原材料及び貯蔵品 10,845 11,786

その他 3,308 3,538

貸倒引当金 △17 △17

流動資産合計 72,854 69,118

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 10,675 10,649

機械装置及び運搬具（純額） 24,386 25,193

工具、器具及び備品（純額） 1,745 1,855

土地 5,541 5,521

リース資産（純額） 489 428

建設仮勘定 1,596 1,428

有形固定資産合計 44,433 45,073

無形固定資産 978 999

投資その他の資産   

投資有価証券 11,969 14,396

その他 1,146 1,356

貸倒引当金 △86 △92

投資その他の資産合計 13,029 15,660

固定資産合計 58,441 61,731

資産合計 131,295 130,850



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(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 18,664 18,257

短期借入金 974 1,114

未払金 3,886 3,861

未払法人税等 428 371

引当金 3 －

その他 1,996 2,760

流動負債合計 25,952 26,364

固定負債   

退職給付引当金 1,495 1,520

その他の引当金 16 15

資産除去債務 49 －

その他 3,280 4,211

固定負債合計 4,840 5,747

負債合計 30,791 32,110

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,694 3,694

資本剰余金 3,419 3,419

利益剰余金 79,716 77,596

自己株式 △101 △101

株主資本合計 86,729 84,609

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,346 5,736

繰延ヘッジ損益 － △38

為替換算調整勘定 △6,769 △6,780

評価・換算差額等合計 △2,423 △1,082

少数株主持分 16,198 15,213

純資産合計 100,503 98,739

負債純資産合計 131,295 130,850



（２）四半期連結損益計算書 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 29,811 41,926

売上原価 29,078 35,921

売上総利益 733 6,005

販売費及び一般管理費 2,064 2,316

営業利益又は営業損失（△） △1,331 3,689

営業外収益   

受取利息 132 131

受取配当金 36 56

為替差益 623 －

雑収入 200 87

営業外収益合計 990 275

営業外費用   

支払利息 19 13

持分法による投資損失 105 65

為替差損 － 79

雑支出 99 48

営業外費用合計 223 205

経常利益又は経常損失（△） △564 3,759

特別利益   

固定資産売却益 4 2

貸倒引当金戻入額 － 7

特別利益合計 4 9

特別損失   

固定資産廃棄損 5 30

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 43

特別損失合計 5 73

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△564 3,695

法人税等 △38 545

少数株主損益調整前四半期純利益 － 3,149

少数株主利益 193 572

四半期純利益又は四半期純損失（△） △720 2,578



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△564 3,695

減価償却費 2,357 2,128

売上債権の増減額（△は増加） △382 △1,854

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,506 744

仕入債務の増減額（△は減少） △5,438 480

その他 82 △835

小計 △1,440 4,357

利息及び配当金の受取額 169 196

利息の支払額 △19 △13

法人税等の支払額 △76 △194

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,367 4,347

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 △76 －

定期預金の払戻による収入 612 300

有形固定資産の取得による支出 △1,989 △1,475

その他 △64 △14

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,516 △1,189

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） △567 △145

配当金の支払額 △785 △458

少数株主への配当金の支払額 △0 △0

その他 △5 △30

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,357 △632

現金及び現金同等物に係る換算差額 565 431

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,675 2,956

現金及び現金同等物の期首残高 20,163 24,622

現金及び現金同等物の四半期末残高 16,489 27,578



 該当事項はありません。   

  

【事業の種類別セグメント情報】  

 前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 当社グループは、ブレーキシステム等自動車部品及び関連する設備等の製造・販売を主な事業

とする専門メーカーであり、「自動車部品事業」の売上高及び営業利益の金額は、全セグメント

の売上高の合計及び営業利益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、事業の

種類別セグメント情報の記載を省略しております。   

  

【所在地別セグメント情報】 

 前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．日本以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）北米…米国 

(2）アジア…タイ、インドネシア、中国、ベトナム、フィリピン、インド 

(3）その他…ブラジル、スペイン 

  

【海外売上高】 

 前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属するおもな地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）北米…米国、カナダ 

(2）アジア…タイ、インドネシア、中国、ベトナム、フィリピン、インド 

(3）その他の地域…南米、欧州 

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

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
  

日本 

  

北米 

  

アジア 

  

その他 

  

計 

消去又は 

全社 

  

連結 

  （百万円） （百万円）（百万円）（百万円）（百万円） （百万円） （百万円）

 売上高               

 (1）外部顧客に対

する売上高 
 9,368  7,151  10,726  2,566  29,811 －  29,811

 (2）セグメント間

の内部売上高 
 6,532  3  863  7  7,405  △7,405 － 

計  15,900  7,154  11,589  2,573  37,216  △7,405  29,811

営業利益又は営業

損失（△）  
 △1,354  △329  312  △144  △1,514  183  △1,331

  北米 アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  7,151  10,756  2,690  20,597

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  29,811

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
 24.0  36.1  9.0  69.1



【セグメント情報】 

１．報告セグメントの概要  

 当社は、分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が資源配分の意思決定及び業績評

価をするために、定期的に検討を行う対象として、生産・販売を基礎とした所在地別のセグメ

ントから構成される、「日本」、「北米」、「アジア」及び「南米・欧州」の４つを報告セグ

メントとしております。 

 各報告セグメントでは、主にブレーキシステム等自動車部品の製造・販売をしております。 

 また、各々の現地法人はそれぞれ独立した経営単位であり、各地域の包括的な戦略を立案

し、事業活動を展開しております。  

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

 当第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 

  

３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び

当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）  

  

４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

（固定資産に係る重要な減損損失） 

  該当事項はありません。 

  

（のれんの金額の重要な変動） 

  該当事項はありません。 

  

（重要な負ののれんの発生益） 

  該当事項はありません。    

    

（追加情報） 

 当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第

17号 平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第20号 平成20年３月21日）を適用しております。  

  （単位：百万円）

  報告セグメント 
合計 

  日本 北米 アジア 南米・欧州 

売上高           

外部顧客への売上高  12,793  8,993  16,088  4,053  41,926

セグメント間の内部売上
高又は振替高 

 9,511  116  997  36  10,660

計  22,304  9,109  17,085  4,089  52,586

セグメント利益  1,042  160  1,866  542  3,610

  （単位：百万円）

利益 金額  

報告セグメント計  3,610

セグメント間取引消去  80

四半期連結損益計算書の営業利益  3,689



  該当事項はありません。  

  

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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