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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）

 (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 31,024 24.0 1,948 ― 2,076 ― 1,583 ―

22年３月期第１四半期 25,009 △31.2 △1,442 ― △1,256 ― △1,228 ―

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 61 .64 54 .60

22年３月期第１四半期 △47 .82 ―

 (2) 連結財政状態

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 97,196 39,821 35.3 1,336 .58

22年３月期 102,811 39,246 32.7 1,307 .00

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 34,340百万円 22年３月期 33,580百万円

2. 配当の状況

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 ― 5 .00 ― 5 .00 10 .00

23年３月期 ―

23年３月期(予想) 7 .50 ― 7 .50 15 .00

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）
(％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) 64,000 21.0 2,900 ― 3,100 ― 2,200 ― 85 .63

通期 130,000 10.6 5,000 454.1 5,400 256.8 4,200 ― 163 .47



 
(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。 

 
(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。 

 
(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等の変更」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） 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期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財務諸表のレビュー手続は終了していませ

ん。 

  

・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条件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）3ページ「(3)業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4. その他（詳細は、【添付資料】P.3 「その他」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 (    )、除外  ― 社 (    )

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(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

 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期１Ｑ 25,750,830株 22年３月期 25,750,830株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 58,182株 22年３月期 58,117株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 25,692,688株 22年３月期１Ｑ 25,692,740株

(※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示)

(※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項)
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当第１四半期連結会計期間における当社グループを取り巻く経済環境は、先進国においては、失業率は

高止まりしているものの、生産活動は回復基調にあり、設備投資が底入れし個人消費も改善に向かうな

ど、景気は徐々に持ち直してきました。また、新興国においては、総じて景気拡大が続きました。 

自動車業界においては、海外需要が堅調なことを受け国内では輸出向けに生産が回復、北米でも景気回

復にあわせ大型車を中心に生産が増加しました。また、中国では、販売台数世界第１位となった前年を上

回るペースで販売が増加しています。 

このような環境のもと、当社グループは、第２次中期計画 終年度である当期を、激変環境下で新たに

顕在化した課題にも対応しながら中期計画の総仕上げを行うとともに、将来への足場固めの年とも位置づ

け、事業活動の目標を「生産体質の改革とグローバルな成長戦略により社会に貢献できる企業となる」と

据えております。 

 この方針に則り、当第１四半期連結会計期間において当社グループは、低価格に耐えうるコスト力の実

現や他販ビジネス（新規顧客）の拡大、グローバル時代をリードする人材の育成などを進めてまいりまし

た。 

このような結果、当第１四半期連結会計期間における経営成績は、前年同期に比べ主力得意先の自動車

生産台数が増加したことなどにより、売上高310億24百万円(前年同期比24.0％増)、営業利益19億48百万

円(前年同期は営業損失14億42百万円)、経常利益20億76百万円(前年同期は経常損失12億56百万円)、四半

期純利益15億83百万円(前年同期は四半期純損失12億28百万円)となりました。 

セグメントの業績につきましては、次のとおりであります。なお、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)に基づくマ

ネジメント・アプローチによりセグメント情報を開示し、報告セグメント等が前年同期と異なることか

ら、前年同期比較を行っておりません。 

  ①日本 

日本においては、輸出向けの生産回復と前期からの継続的なコスト削減効果などにより、売上高142

億80百万円、経常利益７億16百万円となりました。 

  ②北米 

北米においては、大型車を中心とした生産回復と前期からの継続的なコスト削減効果があったものの

為替換算上の影響もあり、売上高107億29百万円、経常利益２億65百万円となりました。 

  ③中国 

中国においては、国内需要の拡大にともない生産が堅調に推移し、売上高61億13百万円、経常利益９

億46百万円となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末における連結財政状態は、資産合計は、受取手形及び売掛金の減少など

による流動資産の減少、減価償却の進行による有形固定資産の減少、株式市場の株価下落に伴う投資有

価証券の減少などによる投資その他の資産の減少等により、971億96百万円(前連結会計年度末比56億14

百万円減)となりました。 

負債合計は、短期借入金や長期借入金の減少などにより、573億75百万円(同61億90百万円減)となり

ました。 

純資産は、評価・換算差額等のマイナスが増加したものの、四半期純利益の計上により398億21百万

円(同５億75百万円増)、自己資本比率は35.3％(同2.6ポイントのプラス)となりました。 

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

  ① 財政状態の分析
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当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、減価償却費や売

上債権の減少などによる資金の増加がありましたが、有形固定資産の取得や短期借入金の減少、長期借

入金の返済による資金の支出などによって66億50百万円(前年同期比12億19百万円減)となりました。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動の結果得られた資金は、仕入債務の減少やたな卸資産の増加などによる資金の減少があ

りましたが、売上債権の減少や減価償却費、税金等調整前四半期純利益などにより前年同期と比べ

１億27百万円(2.5％)増加の52億32百万円となりました。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果支出した資金は、有形固定資産の取得などがありましたが前年同期と比べ24億35

百万円(66.2％)減少の12億43百万円となりました。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動の結果支出した資金は、短期借入金の減少や長期借入金の返済による支出などにより前

年同期と比べ33億85百万円増加の37億３百万円となりました。 

  
  

今後の見通しにつきましては、自動車需要の拡大が続く中国やアジア太平洋地域向け輸出車生産が活発

なタイでは堅調な生産が見込まれますが、北米や欧州の不透明な景気動向や日本の自動車購入補助制度の

期限到来などは、先進国における生産の懸念材料であります。 

 このような環境認識のもと、業績につきましては、概ね当初予定通り推移しており、平成22年４月28日

発表の業績予想に関して変更はございません。 

  
  
  

該当事項はありません。 

  

1) 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) 税金費用の計算 

当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する方法を採用しております。 

 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。 

  

・「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

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。 

 この変更が、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微でありま

す。 

  

  

  

  ② キャッシュ・フローの状況

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 四半期連結財務諸表 
(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 6,950 6,705

受取手形及び売掛金 16,045 17,851

たな卸資産 10,044 10,242

繰延税金資産 646 675

その他 1,886 2,008

貸倒引当金 △12 △15

流動資産合計 35,560 37,468

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 15,859 16,560

機械装置及び運搬具（純額） 23,779 25,434

工具、器具及び備品（純額） 8,616 10,344

土地 4,670 4,678

建設仮勘定 4,010 2,726

有形固定資産合計 56,937 59,744

無形固定資産   

ソフトウエア 170 199

その他 22 22

無形固定資産合計 193 222

投資その他の資産   

投資有価証券 3,965 4,835

長期貸付金 96 102

繰延税金資産 50 48

その他 481 481

貸倒引当金 △87 △91

投資その他の資産合計 4,506 5,376

固定資産合計 61,636 65,343

資産合計 97,196 102,811

㈱エイチワン(5989) 平成23年３月期第１四半期決算短信

－4－



（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 15,284 16,959

短期借入金 6,104 8,371

1年内償還予定の社債 300 350

1年内返済予定の長期借入金 4,822 5,057

未払金 2,314 2,418

未払法人税等 634 482

賞与引当金 492 968

設備関係支払手形 859 223

その他 2,529 2,188

流動負債合計 33,341 37,020

固定負債   

社債 850 1,000

転換社債型新株予約権付社債 4,375 4,375

長期借入金 12,218 13,934

繰延税金負債 1,322 1,670

退職給付引当金 3,118 3,111

役員退職慰労引当金 271 413

債務保証損失引当金 332 351

負ののれん 748 998

その他 796 690

固定負債合計 24,033 26,544

負債合計 57,375 63,565

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,240 3,240

資本剰余金 12,237 12,237

利益剰余金 22,697 21,242

自己株式 △36 △36

株主資本合計 38,138 36,683

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 174 647

為替換算調整勘定 △3,973 △3,750

評価・換算差額等合計 △3,798 △3,103

少数株主持分 5,481 5,666

純資産合計 39,821 39,246

負債純資産合計 97,196 102,811
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(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 25,009 31,024

売上原価 24,154 26,723

売上総利益 855 4,300

販売費及び一般管理費 2,298 2,352

営業利益又は営業損失（△） △1,442 1,948

営業外収益   

受取利息及び配当金 23 22

負ののれん償却額 249 249

為替差益 102 －

その他 64 65

営業外収益合計 440 337

営業外費用   

支払利息 236 160

為替差損 － 27

その他 17 21

営業外費用合計 253 209

経常利益又は経常損失（△） △1,256 2,076

特別利益   

固定資産売却益 0 19

特別利益合計 0 19

特別損失   

固定資産売却損 0 0

固定資産廃棄損 1 48

投資有価証券評価損 － 44

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2

貸倒引当金繰入額 70 －

特別損失合計 72 96

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（△）

△1,327 1,999

法人税等 28 309

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,690

少数株主利益又は少数株主損失（△） △128 106

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,228 1,583
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(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（△）

△1,327 1,999

減価償却費 3,958 3,201

負ののれん償却額 △249 △249

賞与引当金の増減額（△は減少） △490 △476

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △22 △142

退職給付引当金の増減額（△は減少） 45 25

受取利息及び受取配当金 △23 △22

支払利息 236 160

固定資産売却損益（△は益） 0 △19

固定資産廃棄損 1 48

投資有価証券評価損益（△は益） － 44

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） 47 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 81 △1

売上債権の増減額（△は増加） 3,439 1,722

たな卸資産の増減額（△は増加） △438 △117

仕入債務の増減額（△は減少） 269 △1,421

その他 △123 921

小計 5,404 5,676

利息及び配当金の受取額 23 22

利息の支払額 △235 △168

法人税等の支払額 △86 △297

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,105 5,232

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 △3,664 △1,272

有形固定資産の売却による収入 2 42

無形固定資産の取得による支出 △14 △5

投資有価証券の取得による支出 △3 △3

その他 1 △3

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,678 △1,243

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） 173 △1,975

長期借入れによる収入 1,981 －

長期借入金の返済による支出 △2,195 △1,398

社債の償還による支出 △150 △200

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △128 △128

財務活動によるキャッシュ・フロー △317 △3,703

現金及び現金同等物に係る換算差額 207 △41

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,315 244

現金及び現金同等物の期首残高 6,553 6,405

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,869 6,650
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該当事項はありません。 

  

  

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) 

  

自動車部品事業の売上高及び営業損失の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業損失の合計額

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。

  

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．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。 

    北米・・・アメリカ、カナダ    アジア・・・中国、タイ、インド 

  

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．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。 

 (1) 北米・・・・アメリカ、カナダ 

 (2) アジア・・・中国、タイ、インド 

 (3) 欧州・・・・イギリス 

 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。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

日本
（百万円）

北米
（百万円）

アジア
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

8,613 9,533 6,862 25,009 ― 25,009

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,645 ― 1 1,646 (1,646) ―

計 10,258 9,533 6,864 26,656 (1,646) 25,009

営業利益又は営業損失(△) △1,166 △338 △64 △1,570 127 △1,442

【海外売上高】

北米 アジア 欧州 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 9,533 6,863 12 16,409

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― 25,009

Ⅲ 海外売上高の連結売上高
に占める割合(％)

38.1 27.4 0.0 65.6
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(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。 

  

１. 報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会

が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために定期的に検討を行う対象となっているものであ

ります。 

当社は、主に自動車部品等を製造・販売しており、日本においては当社が、海外においては北米

(アメリカ、カナダ)はケー・ティ・エイチ・パーツインダストリーズ・インコーポレーテッドをはじ

め計４現地法人が、中国は広州愛機汽車配件有限公司をはじめ計３現地法人がそれぞれ担当しており

ます。現地法人は各地域ごと連携しながら包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

したがって、当社は、生産・販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、「日

本」、「北米」及び「中国」の３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、自動

車部品等を主に製造・販売しております。 

  

２. 報告セグメントごとの売上高及び利益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) 

(単位：百万円)

 
 (注)1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、タイ及びインド等における事業活

動であります。 

2  セグメント利益の調整額16百万円は、セグメント間取引消去△173百万円、負ののれん償却額190百万円であ

ります。 

3  セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。 

  

  

  

該当事項はありません。 

  

  

【セグメント情報】

報告セグメント
その他
(注)1

合計
調整額
(注)2

四半期連
結損益計
算書計上
額日本 北米 中国 計

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

11,668 10,729 6,113 28,511 2,512 31,024 ― 31,024

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

2,611 ― ― 2,611 0 2,612 (2,612) ―

計 14,280 10,729 6,113 31,123 2,513 33,636 (2,612) 31,024

セグメント利益(経常利益) 716 265 946 1,927 131 2,059 16 2,076

(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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