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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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2四半期 19,372 36.9 1,279 ― 1,294 ― 581 ―

22年3月期第2四半期 14,149 ― △1,271 ― △1,364 ― △2,192 ―

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2四半期 59.53 ―

22年3月期第2四半期 △224.63 ―

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2四半期 36,438 17,774 40.6 1,517.47
22年3月期 37,332 17,647 39.5 1,510.90

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  14,811百万円 22年3月期  14,747百万円

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  
 

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 ― 4.00

23年3月期 
（予想）

― 4.00 8.00

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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無  
 

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

通期 36,700 8.7 2,360 ― 2,370 ― 1,120 ― 114.74



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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 

（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、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表に対
する四半期レビュー手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成22年４月27日付決算短信において公表いたしました業績予想について、平成22年10月26日付開示資料において修正しております。 
２．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記事項等につい
ては、３ページ「１．経営成績(3)連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３「その他」をご覧ください。）

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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q  9,763,600株 22年3月期  9,763,600株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  2,651株 22年3月期  2,574株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q  9,761,019株 22年3月期2Q  9,761,026株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新興国向け輸出の増加等により企業収益の改善は見られま

すものの、急速な円高の進行や物価の下落傾向など、依然厳しい状況のなか推移いたしました。 

主要取引先である自動車業界では、先行き不透明な状況が続いておりますものの、新興国市場の拡大や米国市

場の復調、国内エコカー補助金終了前の駆け込み需要効果により、生産台数は前年同月比増加を継続しておりま

す。 

このような状況にあって当社グループは、“グローバルステージにおける競争力の抜本改革”を掲げ、国内で

は「将来を見据えた事業構造の改革」を図るため、ボトム体質への構造的進化や新機種取り込みに向けた開発や

生産の体制・体質強化を、海外では、「進展国に負けないモノづくり体質の構築」を目指し、諸施策に取り組ん

でおります。 

当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高につきましては、新興国での市場拡大並びに日本・米国での復調

を受け、２輪・４輪の主要製品において軒並み増加し、19,372百万円（前年同期比36.9％増）となり、損益につ

きましては、増収効果や前期において実施した設備費等の固定費削減効果、全社を挙げての原価低減努力によ

り、営業利益1,279百万円（前年同期は1,271百万円の営業損失）、経常利益1,294百万円（前年同期は1,364百万

円の経常損失）、四半期純利益581百万円（前年同期は2,192百万円の四半期純損失）となりました。 

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

① 日本 

 売上高につきましては、北米向けロッカーアームをはじめ、２輪・４輪の主要製品において軒並み増加し、

11,334百万円（前年同期比34.4％増）となり、204百万円のセグメント利益（前年同期は1,614百万円の営業損

失）となりました。 

② 米国 

 売上高につきましては、円高による為替換算上の減収影響がありましたものの、北米市場の回復によりロッ

カーアームが増加し、5,093百万円（前年同期比31.1％増）となり、512百万円のセグメント利益（前年同期比

275.9％増）となりました。 

③ タイ国 

 売上高につきましては、国内・輸出ともに好調に推移し、ロッカーアームをはじめ、２輪・４輪の主要製品

において軒並み増加し、2,943百万円（前年同期比60.5％増）となり、セグメント利益は355百万円（前年同期

比597.1％増）となりました。 

なお、参考までに記載すると事業の種類別の状況は次のようになります。 

① 自動車部品製造事業 

 売上高につきましては、ロッカーアームをはじめ、２輪・４輪の主要製品において軒並み増加し、17,295百

万円（前年同期比40.2％増）となり、1,220百万円の営業利益（前年同期は1,334百万円の営業損失）となりま

した。 

② 自動車販売事業 

 新車販売台数は、エコカー補助金等により、1,043台（前年同期比21.6％増）となり、売上高は2,076百万円

（前年同期比14.3％増）となりました。営業利益につきましては、販売価格の下落や設備費・労務費の増加に

より、52百万円（前年同期比5.9％減）となりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期末における総資産は、現金及び預金の増加はありましたものの有形固定資産の減少により、前連

結会計年度末に比べ894百万円減少し、36,438百万円となりました。 

 負債につきましては、有利子負債の減少等により、前連結会計年度末に比べ1,021百万円減少し、18,663百万

円となりました。 

 純資産は、評価・換算差額等の減少はありましたものの、利益剰余金の増加により、前連結会計年度末に比べ

127百万円増加し、17,774百万円となりました。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報



当第２四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそ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） 

 営業活動の結果得られた資金は、2,100百万円（前年同期は515百万円の収入）となりました。主な内訳は、減

価償却費1,555百万円、税金等調整前四半期純利益1,208百万円であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は、534百万円（前年同期は424百万円の支出）となりました。主な内訳は、有形

固定資産取得による支出525百万円であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は、384百万円（前年同期は308百万円の支出）となりました。主な内訳は、短期

借入金の純増額484百万円、長期借入金返済による支出815百万円であります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間の業績は好調に推移いたしましたが、第３四半期以降、世界経済回復の停滞や、昨

今の急激な円高、エコカー補助金制度終了の反動による自動車販売台数の減少が予想されるなど、当社を取り巻

く環境は予断を許さない状況にあります。 

 この状況を受けて、第３四半期以降は第２四半期までの好調は見込めないと判断し、当初予想を据え置き、想

定為替レートのみを見直した（変更前１ドル90円、変更後１ドル80円）結果、通期連結業績予想の売上高は

36,700百万円（前期比8.7％増）、営業利益は2,360百万円（前期は163百万円の営業損失）、経常利益は2,370百

万円（前期は297百万円の経常損失）、当期純利益は1,120百万円（前期は1,650百万円の当期純損失）としてお

ります。 

 通期個別業績予想につきましても、連結業績予想と同様の理由により、売上高は17,610百万円（前期比13.2％

増）、営業利益は450百万円（前期は1,357百万円の営業損失）、経常利益は1,010百万円（前期は921百万円の経

常損失）、当期純利益は570百万円（前期は1,559百万円の当期純損失）としております。 

  

  

（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 棚卸資産の評価方法 

 当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかのものについてのみ正

味売却価額を見積もり、簿価切下げを行う方法によっております。 

② 法人税並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 四半期会計期間に係る法人税等については、四半期会計期間を含む年度の税金等調整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もり、税金等調整前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算す

る方法によっております。  

 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 

 当第２四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が246千円、税金等調整前四半期純利益が52,885千円それぞれ減少してお

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59,141千円であります。 

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。  

  

２．その他の情報



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２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 3,826,483 2,794,566

受取手形及び売掛金 5,547,521 5,440,240

有価証券 72,138 72,112

商品及び製品 1,320,657 1,412,330

仕掛品 1,252,936 1,168,107

原材料及び貯蔵品 2,152,647 2,166,526

その他 364,890 383,062

貸倒引当金 － △2,136

流動資産合計 14,537,274 13,434,809

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,034,469 5,409,877

機械装置及び運搬具（純額） 9,568,388 10,906,272

土地 2,558,471 2,564,488

その他（純額） 475,531 440,003

有形固定資産合計 17,636,860 19,320,642

無形固定資産   

その他 193,053 206,356

無形固定資産合計 193,053 206,356

投資その他の資産   

投資有価証券 2,344,774 2,654,492

その他 1,759,739 1,748,285

貸倒引当金 △33,600 △32,400

投資その他の資産合計 4,070,913 4,370,377

固定資産合計 21,900,828 23,897,377

資産合計 36,438,103 37,332,186



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 2,460,326 2,934,949

短期借入金 4,313,185 3,839,905

未払法人税等 55,299 120,123

その他 4,784,793 5,129,432

流動負債合計 11,613,604 12,024,411

固定負債   

長期借入金 4,175,824 4,778,890

退職給付引当金 2,000,742 1,929,178

その他の引当金 205,800 231,250

その他 667,159 720,648

固定負債合計 7,049,526 7,659,966

負債合計 18,663,131 19,684,378

純資産の部   

株主資本   

資本金 500,190 500,190

資本剰余金 324,233 324,233

利益剰余金 14,112,858 13,531,780

自己株式 △2,523 △2,478

株主資本合計 14,934,758 14,353,725

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 695,521 890,139

為替換算調整勘定 △818,319 △495,973

評価・換算差額等合計 △122,797 394,165

少数株主持分 2,963,011 2,899,917

純資産合計 17,774,971 17,647,808

負債純資産合計 36,438,103 37,332,186



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 14,149,599 19,372,076

売上原価 13,654,748 16,339,169

売上総利益 494,851 3,032,907

販売費及び一般管理費 1,766,117 1,753,040

営業利益又は営業損失（△） △1,271,266 1,279,866

営業外収益   

受取利息 1,585 1,184

受取配当金 14,354 19,705

スクラップ収入 25,339 60,699

業務受託料 14,400 18,000

その他 18,952 16,633

営業外収益合計 74,631 116,222

営業外費用   

支払利息 162,341 97,127

その他 5,469 4,104

営業外費用合計 167,810 101,231

経常利益又は経常損失（△） △1,364,446 1,294,857

特別利益   

貸倒引当金戻入額 984 2,136

固定資産売却益 15,524 10,077

特別利益合計 16,509 12,213

特別損失   

固定資産売却損 － 41

固定資産除却損 3,170 3,019

減損損失 1,289,365 －

貸倒引当金繰入額 450 1,200

特別退職金 － 34,853

役員退職慰労金 2,730 6,990

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 52,638

特別損失合計 1,295,715 98,742

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（△）

△2,643,651 1,208,327

法人税等 △493,107 366,724

少数株主損益調整前四半期純利益 － 841,603

少数株主利益 42,081 260,526

四半期純利益又は四半期純損失（△） △2,192,625 581,077



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９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（△）

△2,643,651 1,208,327

減価償却費 1,935,999 1,555,350

減損損失 1,289,365 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △534 △936

退職給付引当金の増減額（△は減少） 226,220 74,252

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △3,450 △25,450

受取利息及び受取配当金 △15,939 △20,889

支払利息 162,341 97,127

有形固定資産売却損益（△は益） △15,524 △10,036

有形固定資産除却損 3,170 3,019

特別退職金 － 34,853

役員退職慰労金 2,730 6,990

その他の営業外損益（△は益） △56,931 △93,550

売上債権の増減額（△は増加） △1,855,495 △232,101

たな卸資産の増減額（△は増加） 431,399 △98,673

仕入債務の増減額（△は減少） 953,946 △341,881

その他の流動資産の増減額（△は増加） △108,406 △56,724

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 52,638

その他の流動負債の増減額（△は減少） 189,757 309,706

その他 14,680 △72,289

小計 509,676 2,389,732

利息及び配当金の受取額 18,102 21,702

利息の支払額 △161,017 △99,162

その他営業外収益受取額 26,905 52,207

その他営業外費用支払額 △1,760 △1,781

特別退職金の支払額 － △34,853

役員退職慰労金の支払額 △2,730 △6,990

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 126,374 △220,403

営業活動によるキャッシュ・フロー 515,551 2,100,451

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △11,396 △11,422

有価証券の売却による収入 11,406 11,420

有形固定資産の取得による支出 △397,399 △525,971

有形固定資産の売却による収入 16,217 9,075

投資有価証券・関係会社株式の取得による支出 △24,529 △20,458

貸付けによる支出 － △1,006

定期預金の預入による支出 △11,200 △22,083

定期預金の払戻による収入 10,000 17,858

無形固定資産・その他投資取得による支出 △18,283 △15,938

その他投資売却による収入 416 23,566

投資活動によるキャッシュ・フロー △424,769 △534,959



（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30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） 87,045 484,480

長期借入金の返済による支出 △322,644 △815,556

リース債務の返済による支出 △11,085 △10,191

自己株式の取得による支出 － △45

配当金の支払額 △39,070 △215

少数株主への配当金の支払額 △22,356 △42,513

財務活動によるキャッシュ・フロー △308,110 △384,040

現金及び現金同等物に係る換算差額 △51,247 △152,894

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △268,576 1,028,556

現金及び現金同等物の期首残高 4,578,260 2,683,605

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,309,684 3,712,162



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２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 （注）１．事業区分は、製品及び販売市場等の類似性に基づいております。 

２．各区分の主要な製品 

(1）自動車部品製造事業…自動車４輪及び２輪のエンジン部品、ミッション部品、シャーシ部品 

(2）自動車販売事業………自動車４輪新車及び中古車 

３．営業費用は全て、各セグメントに賦課しており、配賦不能営業費用はありません。 

〔所在地別セグメント情報〕  

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９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．営業費用は全て、各セグメントに賦課しており、配賦不能営業費用はありません。  

〔海外売上高〕  

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９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．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

  
自動車部品製
造事業 
（千円） 

自動車販売事
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  12,333,215  1,816,384  14,149,599  －  14,149,599

(2)セグメント間の内部売上高又は振

替高 
 －  3,291  3,291  (3,291)  －

計  12,333,215  1,819,675  14,152,890  (3,291)  14,149,599

営業利益又は営業損失（△）  △1,334,259  56,262  △1,277,996  6,730  △1,271,266

  
日本 

（千円） 
米国

（千円） 
タイ国
（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  8,431,500  3,884,063  1,834,034  14,149,599  －  14,149,599

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  8,431,500  3,884,063  1,834,034  14,149,599  －  14,149,599

営業利益又は営業損失（△）  △1,614,411  136,214  50,988  △1,427,208  155,941  △1,271,266

  米国 タイ国 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  3,884,063  1,834,034  5,718,098

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  14,149,599

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 27.4  13.0  40.4



 〔セグメント情報〕 

１．報告セグメントの概要  

当社の報告セグメントは、当社グループ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。 

当社グループは、主に自動車部品等を生産・販売しており、国内においては当社が、海外においては米

国、タイ国の現地法人が、それぞれ担当しております。現地法人はそれぞれ独立した経営単位であり、取

り扱う製品について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。 

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」、「米国」及び「タイ国」の３つを報告セグメントとしております。 

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２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

                                       （単位：千円） 

    なお、参考までに記載すると事業別セグメントにおいては次のようになります。 

                                            （単位：千円） 

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） 

（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。 

  日本 米国 タイ国 合計

  

売上高 
        

(1)外部顧客に対する売上高  11,334,909  5,093,274  2,943,893  19,372,076

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 －  －  －  －

計  11,334,909  5,093,274  2,943,893  19,372,076

セグメント利益  204,828  512,067  355,462  1,072,358

  
自動車部品
製造事業 

自動車販売
事業 

計
消去又は全
社 

連結

売上高           

(1)外部顧客に対する売上高 17,295,712  2,076,364  19,372,076  －  19,372,076

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  3,517  3,517  (3,517)  －

計 17,295,712  2,079,881  19,375,594  (3,517)  19,372,076

営業利益  1,220,245  52,920  1,273,166  6,700  1,279,866

  （単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計  1,072,358

セグメント間取引消去  207,508

四半期連結損益計算書の営業利益  1,279,866



  

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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