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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 14,541 174.8 989 ― 1,070 ― 727 ―

22年３月期第１四半期 5,291 △66.1 △523 ― △502 ― △524 ―

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 26 41 ―

22年３月期第１四半期 △19 05 ―

 (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 38,224 18,064 45.2 627 44

22年３月期 35,680 17,093 45.9 594 89

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 17,279百万円 22年３月期 16,383百万円

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 ― 0 00 ― 0 00 0 00

23年３月期 ― ― ― ― ―

23年３月期(予想) ― 0 00 ― 3 00 3 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) 30,600 139.1 1,670 ― 1,830 ― 1,120 ― 40 67

通期 55,300 56.0 2,600 469.9 2,850 298.4 1,660 ― 60 28



 
 (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） 

 
  

 ※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

・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ますが、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お

ります。 

 ※ 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「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.4「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 27,573,000株 22年３月期 27,573,000株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 32,985株 22年３月期 32,504株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 27,540,335株 22年３月期１Ｑ 27,542,421株

(注意事項)
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、円高の進行やデフレ状況及び雇用情勢に厳しさ

が残るものの、中国を中心とした海外経済の回復を背景に輸出が増加し、景気持ち直しの兆しが見られ

る中で推移しました。 

トラック市場におきましては、中国を中心とした新興国で需要の拡大基調が継続しましたが、日本及

び米・欧州等では、回復のテンポは弱いものとなりました。 

建設機械市場におきましては、主として中国等の新興国で需要は増加し、先進国では米国で好転の兆

しが見え、欧州においても景気は下げ止まり、需要は堅調に推移いたしました。 

このような情勢下、当第１四半期連結会計期間の売上高は、前年同四半期に比べ92億５千万円増加

し、145億４千１百万円となりました。 

  

(単位：百万円) 

 
  

当第１四半期連結会計期間の損益面におきましては、売上拡大のための費用の増加等、利益を押し下

げる要因はあったものの、生産体制の効率化、原価低減及び固定費圧縮を徹底して推進した結果、営業

利益は９億８千９百万円(前年同四半期は営業損失５億２千３百万円)、経常利益は10億７千万円(前年

同四半期は経常損失５億２百万円)、四半期純利益は７億２千７百万円(前年同四半期は四半期純損失５

億２千４百万円)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

(売上高の内訳)

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

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

前年同四半期比

売上高 構成比(％) 売上高 構成比(％) 売上高増減額 増減率(％)

日本

自動車用部品等 2,253 42.6 4,624 31.8 2,370 105.2

エンジン部品 1,978 37.4 7,946 54.7 5,968 301.7

計 4,231 80.0 12,571 86.5 8,339 197.1

アジア 自動車用部品等 1,059 20.0 1,970 13.5 910 85.9

合計 5,291 100.0 14,541 100.0 9,250 174.8
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流動資産は、前連結会計年度末に比べ28億６千４百万円増加し、159億３千８百万円となりまし

た。これは、主に現金及び預金が５億３千４百万円増加したこと及び受取手形及び売掛金が18億２千

万円増加したことなどによります。  

固定資産は、前連結会計年度末に比べ３億２千万円減少し、222億８千５百万円となりました。こ

れは、主に機械装置及び運搬具が２億８千１百万円減少したことなどによります。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ19億１千３百万円増加し、117億７千９百万円となりまし

た。これは、支払手形及び買掛金が15億１千８百万円増加したこと及び未払法人税等が３億７百万円

増加したことなどによります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べ３億４千１百万円減少し、83億７千９百万円となりました。

これは、主に長期借入金が２億５千万円減少したことなどによります。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ９億７千１百万円増加し、180億６千４百万円となりまし

た。これは、利益剰余金が７億２千７百万円増加したこと及び為替換算調整勘定が１億５百万円増加

したことなどによります。 

  

当第１四半期連結会計期間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５億３千４百万円増加し、27億９千１百万円となりました。 

営業活動の結果得られた資金は12億１千６百万円(前年同四半期は１億６千１百万円の使用)となり

ました。  

収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益10億５千３百万円、仕入債務の増加額14億６千７百

万円、減価償却費４億７千２百万円であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加額17億５千４百万円

であります。 

投資活動の結果使用した資金は１億３百万円(前年同四半期に比べ７億１百万円の減少)となりまし

た。 

これは、主に有形固定資産の取得による支出が１億９百万円であったことによるものであります。

財務活動の結果使用した資金は６億３千３百万円(前年同四半期に比べ５億９千９百万円の増加)と

なりました。 

これは、主に短期借入れによる収入が３億円であったもの、短期借入金の返済による支出が６億円

及び長期借入金の返済による支出が２億７千２百万円であったことによるものであります。 

  

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

(1)財政状態の変動状況

(資産)

(負債)

(純資産)

(2)キャッシュ・フローの状況

(イ) 営業活動によるキャッシュ・フロー

(ロ) 投資活動によるキャッシュ・フロー

(ハ) 財務活動によるキャッシュ・フロー
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トラック市場においては、中国を中心とした新興国での需要が順調に推移しており、建設機械市場で

は、中国、アジアでの需要が増加しております。加えて先期から実施している原価低減及び固定費圧縮が

寄与することから、平成22年５月14日に公表いたしました平成23年３月期の第２四半期連結累計期間及び

通期の連結業績予想を次の通り修正しております。 

なお、年度後半の業績につきましては、原材料価格の動向、為替リスク等先行き不透明な状況であるた

め、平成22年５月14日に公表した見通しを据え置いた数値としております。 

  

１．平成23年３月期 第２四半期連結累計期間(平成22年４月１日～平成22年９月30日) 

 
  

２．平成23年３月期 通期(平成22年４月１日～平成23年３月31日) 

 
  

(注) 上記業績予想は、現時点において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因

により大きく異なる可能性があります。 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
１株当たり
四半期純利益

百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

前回発表予想（Ａ） 28,900 1,270 1,340 870 31.59

今回発表予想（Ｂ） 30,600 1,670 1,830 1,120 40.67

増減額（Ｂ－Ａ） 1,700 400 490 250 ―

増減率（％） 5.9 31.5 36.6 28.7 ―

(ご参考)前期第２四半期実績

(平成22年３月期第２四半期)
12,796 △717 △586 △1,068 △38.80

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

前回発表予想（Ａ） 53,600 2,200 2,360 1,410 51.20

今回発表予想（Ｂ） 55,300 2,600 2,850 1,660 60.28

増減額（Ｂ－Ａ） 1,700 400 490 250 ―

増減率（％） 3.2 18.2 20.8 17.7 ―

(ご参考)前期実績
(平成22年３月期)

35,439 456 715 △621 △22.57
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該当事項はありません。 

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、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。 

固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額を期間

按分する方法によっております。 

なお、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。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差

異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度末以降において使用した将来

の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

(四半期連結損益計算書関係) 

「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成20年12月26日)に基づき財務諸表等

規則等の一部を改正する内閣府令(平成21年３月24日 内閣府令第５号)の適用に伴い、当第１四半期

連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。 

  

  

  

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

① 棚卸資産の評価方法

② 固定資産の減価償却の算定方法

③ 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

・表示方法の変更
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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：千円）

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 2,791,657 2,256,941

受取手形及び売掛金 10,339,265 8,518,314

製品 556,747 425,345

仕掛品 256,005 216,926

原材料及び貯蔵品 1,111,517 1,019,961

その他 883,044 636,296

流動資産合計 15,938,236 13,073,786

固定資産

有形固定資産

機械装置及び運搬具（純額） 7,119,271 7,401,255

土地 10,848,005 10,844,430

その他（純額） 2,921,027 2,972,140

有形固定資産合計 20,888,305 21,217,826

無形固定資産

借地権 94,616 93,638

その他 34,194 35,843

無形固定資産合計 128,811 129,481

投資その他の資産 1,268,843 1,259,581

固定資産合計 22,285,960 22,606,889

資産合計 38,224,196 35,680,676

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 7,481,109 5,962,147

短期借入金 2,005,773 2,327,248

未払法人税等 410,477 102,830

賞与引当金 648,055 435,025

その他 1,234,411 1,039,122

流動負債合計 11,779,827 9,866,373

固定負債

長期借入金 2,050,000 2,300,000

再評価に係る繰延税金負債 4,103,719 4,103,719

退職給付引当金 1,448,195 1,475,744

その他 777,923 841,390

固定負債合計 8,379,838 8,720,854

負債合計 20,159,665 18,587,227
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（単位：千円）

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)

純資産の部

株主資本

資本金 2,331,390 2,331,390

資本剰余金 1,416,546 1,416,546

利益剰余金 7,847,526 7,120,263

自己株式 △12,175 △12,004

株主資本合計 11,583,287 10,856,194

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 158,013 94,669

土地再評価差額金 5,953,280 5,953,280

為替換算調整勘定 △414,838 △520,534

評価・換算差額等合計 5,696,454 5,527,415

少数株主持分 784,789 709,838

純資産合計 18,064,531 17,093,448

負債純資産合計 38,224,196 35,680,676
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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：千円）

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 5,291,416 14,541,469

売上原価 5,365,230 12,984,073

売上総利益又は売上総損失（△） △73,813 1,557,395

販売費及び一般管理費

運送費 19,626 38,436

給料及び手当 178,199 181,759

賞与引当金繰入額 29,724 33,586

退職給付引当金繰入額 7,807 10,341

減価償却費 25,406 22,422

賃借料 17,222 14,084

租税公課 7,335 19,375

試験研究費 11,606 13,074

のれん償却額 8,274 －

その他 144,532 234,381

販売費及び一般管理費合計 449,735 567,461

営業利益又は営業損失（△） △523,549 989,933

営業外収益

受取利息 832 1,485

受取配当金 5,583 3,998

スクラップ売却益 14,205 74,321

為替差益 19,779 10,644

その他 24,226 28,803

営業外収益合計 64,626 119,253

営業外費用

支払利息 25,935 20,434

その他 17,890 17,906

営業外費用合計 43,826 38,341

経常利益又は経常損失（△） △502,749 1,070,845

特別利益

固定資産売却益 502 －

特別利益合計 502 －

特別損失

固定資産除却損 2,899 －

投資有価証券売却損 － 571

投資有価証券評価損 － 16,735

特別損失合計 2,899 17,307

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（△）

△505,146 1,053,538

法人税、住民税及び事業税 45,188 352,745

法人税等調整額 △54,630 △78,136

法人税等合計 △9,442 274,609
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（単位：千円）

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)

少数株主損益調整前四半期純利益 － 778,928

少数株主利益 29,050 51,665

四半期純利益又は四半期純損失（△） △524,754 727,263
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

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（△）

△505,146 1,053,538

減価償却費 474,128 472,121

のれん償却額 8,274 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △36,968 △31,773

受取利息及び受取配当金 △6,415 △5,484

支払利息 25,935 20,434

為替差損益（△は益） △19,779 △10,644

有形固定資産除売却損益（△は益） 2,397 －

売上債権の増減額（△は増加） 767,989 △1,754,684

たな卸資産の増減額（△は増加） △210,327 △235,800

仕入債務の増減額（△は減少） △924,840 1,467,724

投資有価証券売却損益（△は益） － 571

投資有価証券評価損益（△は益） － 16,735

未払消費税等の増減額（△は減少） 8,076 63,091

その他 258,770 234,980

小計 △157,905 1,290,809

利息及び配当金の受取額 6,415 5,484

利息の支払額 △23,547 △19,728

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 13,878 △59,786

営業活動によるキャッシュ・フロー △161,159 1,216,779

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 △995,994 △109,736

有形固定資産の売却による収入 191,508 －

投資有価証券の取得による支出 △162 △1,496

投資有価証券の売却による収入 － 7,718

投資活動によるキャッシュ・フロー △804,649 △103,514

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） 193,389 △300,000

長期借入金の返済による支出 △271,440 △272,080

自己株式の取得による支出 △68 △170

少数株主への配当金の支払額 △22,549 △7,385

その他 66,268 △54,066

財務活動によるキャッシュ・フロー △34,399 △633,702

現金及び現金同等物に係る換算差額 41,043 55,153

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △959,164 534,716

現金及び現金同等物の期首残高 3,121,864 2,256,941

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,162,699 2,791,657
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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) 

  

 
(注) １ 事業の業種等の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各区分の主な製品 

 
  

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 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本国以外の区分に属する国 

  アジア……タイ、インドネシア 

  

(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】

エンジン部品
事業(千円)

自動車用部品
事業(千円)

その他の事業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

1,978,209 3,266,471 46,735 5,291,416 ― 5,291,416

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― 3 62,752 62,755 (62,755) ―

計 1,978,209 3,266,474 109,488 5,354,172 (62,755) 5,291,416

   営業利益又は 
   営業損失（△）

△249,863 △284,512 7,638 △526,737 3,188 △523,549

(1) エンジン部品事業 …… 産業用エンジン製造

(2) 自動車用部品事業 …… 駆動・伝動装置部品製造等

(3) その他事業 …………… 福利厚生施設の管理等

【所在地別セグメント情報】

日本 
(千円)

アジア
(千円)

計
(千円)

消去又は 
全社(千円)

連結
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

4,231,737 1,059,679 5,291,416 ― 5,291,416

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

109,177 75,586 184,763 (184,763) ―

計 4,340,914 1,135,265 5,476,180 (184,763) 5,291,416

   営業利益又は 
   営業損失（△）

△609,598 75,252 △534,345 10,796 △523,549
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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 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

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

  

当第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。 

なお、当社グループは自動車用等関連部品製造事業の単一セグメントであるため、記載を省略して

おります。 

  

  

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

    該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

  

【海外売上高】

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 1,059,679 17,100 1,076,779

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 5,291,416

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

20.0 0.3 20.3

(1) アジア …………… タイ、インドネシア

(2) その他の地域 …… アメリカ

【セグメント情報】

(追加情報)

(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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