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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 16,564 31.0 1,329 ― 1,236 ― 411 ―

22年3月期第2四半期 12,648 △31.6 △439 ― △251 ― △377 ―

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 14.26 ―

22年3月期第2四半期 △13.08 ―

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 39,066 27,507 60.4 817.12
22年3月期 39,795 27,785 60.1 827.85

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  23,605百万円 22年3月期  23,915百万円

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 ― 4.00 ― 6.00 10.00

23年3月期 ― 6.00

23年3月期 
（予想）

― 6.00 12.00

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 32,800 18.2 2,550 590.0 2,500 227.7 650 ― 22.50



(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、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。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・業績予想につきましては、現在入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる
場合があります。なお、業績予想に関する事項につきましては３ページ「連結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「その他の情報」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 28,978,860株 22年3月期  28,978,860株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  90,442株 22年3月期  90,330株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 28,888,463株 22年3月期2Q 28,888,898株
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１．当四半期決算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 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用情勢は依然厳しく、また、為替や

株価の変動など景気への影響が懸念される不透明な要素を抱えているものの、輸出の増加や

生産の持ち直し、企業収益の改善など景気は回復傾向での推移となりました。世界経済にお

きましても、欧米では失業率が依然高水準で推移しているものの景気は緩やかながら回復基

調にありました。また、アジア地域においては、中国・インドの景気は内需を中心に拡大傾

向にあり、また、他の地域においても、総じて回復基調にありました。 
また、当社グループが関連する自動車業界におきましては、景気刺激策の効果やアジア地

域の内需拡大、欧米需要の回復などを背景に堅調な推移となりました。 
このような状況のもと、当社グループは、「基盤強化」、「永続的発展」、「企業風土改革」を

柱とする経営方針の達成に鋭意取り組むとともに、引き続き、生産体制の合理化や海外事業

展開の推進、新技術・新商品の開発などの諸施策を積極的に展開してまいりました。 
当第２四半期連結累計期間の業績としましては、売上高につきましては、自動車需要の回

復や海外事業の好調に加え、新たな子会社の連結効果などにより、前年同期を大きく上回る、

165 億 64 百万円（前年同期比 31.0％増）となりました。損益面につきましては、国内事業

では、設備投資等による効果の遅れなどにより期初の予想を下回る結果となりましたが、海

外事業がこれを補い、営業利益 13 億 29 百万円（前年同期は営業損失４億 39 百万円）、経常

利益 12 億 36 百万円（前年同期は経常損失２億 51 百万円）、四半期純利益４億 11 百万円（前

年同期は四半期純損失３億 77 百万円）となりました。 
 
報告セグメントの種類別の業績は次のとおりであります。 

なお、当連結会計年度よりセグメント区分を変更しております。 

 

〔小型エンジンバルブ〕 

乗用車エンジンバルブにつきましては、国内生産では、輸出の回復や景気刺激策の効果な

どにより、四輪車用エンジンバルブが増加、二輪車エンジバルブにつきましても、依然低調

ではあるものの回復の兆しが見られ増収となりました。海外生産では、為替換算額の影響は

あったものの、アジア地域においては内需拡大を背景として概ね堅調に推移し、とりわけイ

ンドネシア、タイにおいては受注が急回復し大幅な増収となりました。北米地域においても

需要が回復傾向にあることなどから大幅な増収となりました。 

汎用エンジンバルブにつきましては、北米向け製品の需要回復などにより増収となりまし

た。 

なお、当連結会計年度より、ポーランドおよび中国における乗用車用エンジンバルブ製造

の子会社の損益計算書を新たに連結しております。 

この結果、当セグメントの売上高は、110 億 46 百万円、セグメント利益（営業利益）は、

10 億２百万円となりました。なお、当セグメントの売上高は、セグメント間の内部売上高又

は振替高を含んでおります。 

 

〔舶用部品〕 

補給部品等の舶用関連製品につきましては、国内外における海運・造船市場の需要低迷の

影響により、本格的な受注回復には至っておらず依然低調となりましたが、中国向け製品が

若干増加するなど一部で回復の兆しが見られます。 

この結果、当セグメントの売上高は、12 億 96 百万円、セグメント利益（営業利益）は、

90 百万円となりました。 
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〔可変動弁・歯車〕 

精密鍛造歯車につきましては、国内需要は依然低調であったものの、中国をはじめとする

アジア地域向け自動車用製品の好調や北米向け産業機械用製品の回復などにより増収となり

ました。 

可変動弁につきましては、モデルチェンジによる効果などにより好調に推移し、大幅な増

収となりました。 

この結果、当セグメントの売上高は、30 億 72 百万円、セグメント利益（営業利益）は、

86 百万円となりました。 
 

〔その他〕 

バルブリフターにつきましては、国内の事業規模は縮小しているものの海外向け製品の需

要回復や新規受注品の立ち上がりなどにより増収となりました。 

工作機械につきましては、既存および新規の海外生産拠点への販売増加により増収となり

ました。 

この結果、当セグメントの売上高は、17 億 46 百万円、セグメント利益（営業利益）は、

１億 47 百万円となりました。なお、当セグメントの売上高は、セグメント間の内部売上高又

は振替高を含んでおります。 
 
（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、390 億 66 百万円となり、前連結会計年度

末と比較して７億 29 百万円の減少となりました。 

資産の部の流動資産は、160 億 16 百万円となり、前連結会計年度末と比較して３億 21 百

万円の増加となりました。この主な要因は現金及び預金が５億 58 百万円増加したことなどに

よるものであります。 

固定資産は、230 億 49 百万円となり、前連結会計年度末と比較して 10 億 50 百万円の減少

となりました。この主な要因は投資有価証券が７億 75 百万円減少したことなどによるもので

あります。 

負債の部の流動負債は、77 億 53 百万円となり、前連結会計年度末と比較して１億 23 百万

円の減少となりました。この主な要因は短期借入金が８億 73 百万円減少したことなどによる

ものであります。 

固定負債は、38 億５百万円となり、前連結会計年度末と比較して３億 27 百万円の減少と

なりました。この主な要因は繰延税金負債が２億 96 百万円減少したことなどによるものであ

ります。 

純資産の部では、275 億７百万円となり、前連結会計年度末と比較して２億 78 百万円の減

少となりました。この主な要因はその他有価証券評価差額金が４億 57 百万円減少したことな

どによるものであります。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

当第２四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）の残高は32億

26百万円となり前連結会計年度末と比較して５億58百万円増加しました。 

営業活動により得られた資金は、前年同四半期に比べ９億78百万円増加し25億61百万円となり

ました。その主な要因は税金等調整前四半期純利益が15億38百万円増加したことによるものであり

ます。 

投資活動により使用した資金は、前年同四半期に比べ８億46百万円減少し２億55百万円となりま

した。その主な要因は貸付金の回収による収入が６億53百万円増加したことによるものです。 

財務活動により使用した資金は、前年同四半期に比べ13億46百万円増加し16億74百万円となり

ました。その主な要因は少数株主への配当金の支払額が３億53百万円増加したこと及び短期借入金

の増減によるものであります。 
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成23年３月期の業績予想は、第２四半期の実績と今後の受注動向から修正をしております。詳

細につきましては、平成22年10月27日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照くだ

さい。 

 

 

２．その他の情報 

（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 

 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい

変化がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算

定しております。 
 

②繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

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場合は、前連結会計年度において使

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。 
 

③固定資産の減価償却費の算定方法 

減価償却方法で定率法を採用している固定資産については、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。 

 

④経過勘定項目の算定方法 

合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。 

 

⑤法人税等の計算 

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。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、法定実効税率を使用

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 

 

①会計処理の原則・手続の変更 

「資産除去債務に関する会計基準」の適用 

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、当第２四半期連結累計期間の営業利益及び経

常利益は909 千円、税金等調整前四半期純利益は44,888 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45,097千円であります。 
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②表示方法等の変更 

「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）に基づく「財

務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する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）の適用により、当第２四半期連結累計期間より、「少数株主損益調整前四半期

純利益」の科目で表示しております。 

 

 

（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。 
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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 3,226,315 2,668,228

受取手形及び売掛金 6,029,225 5,761,780

商品及び製品 1,352,928 1,407,431

仕掛品 1,247,642 1,133,561

原材料及び貯蔵品 1,681,482 1,831,183

繰延税金資産 562,356 520,242

その他 1,919,469 2,375,596

貸倒引当金 △2,465 △2,250

流動資産合計 16,016,956 15,695,774

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,639,853 5,752,949

機械装置及び運搬具（純額） 5,554,563 5,956,208

土地 1,775,877 1,779,189

建設仮勘定 826,165 380,222

その他（純額） 306,644 315,877

有形固定資産合計 14,103,105 14,184,447

無形固定資産   

のれん 1,135,614 1,387,441

その他 269,617 272,187

無形固定資産合計 1,405,232 1,659,628

投資その他の資産   

投資有価証券 7,053,731 7,829,377

出資金 940 940

長期貸付金 118,528 65,652

繰延税金資産 184,792 181,839

その他 182,786 177,413

投資その他の資産合計 7,540,779 8,255,223

固定資産合計 23,049,116 24,099,299

資産合計 39,066,073 39,795,073
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(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 3,444,535 3,183,612

短期借入金 1,428,986 2,302,709

未払法人税等 275,441 155,738

繰延税金負債 371,001 349,570

賞与引当金 363,643 364,181

役員賞与引当金 － 29,550

その他 1,869,758 1,491,100

流動負債合計 7,753,367 7,876,464

固定負債   

長期未払金 21,100 27,100

長期借入金 298,500 451,500

繰延税金負債 630,528 926,908

退職給付引当金 2,788,555 2,712,971

その他 66,985 15,045

固定負債合計 3,805,669 4,133,525

負債合計 11,559,036 12,009,989

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,530,543 4,530,543

資本剰余金 4,506,955 4,506,955

利益剰余金 13,827,337 13,588,684

自己株式 △45,221 △45,188

株主資本合計 22,819,614 22,580,994

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,309,419 2,766,625

為替換算調整勘定 △1,523,855 △1,432,189

評価・換算差額等合計 785,564 1,334,435

少数株主持分 3,901,857 3,869,653

純資産合計 27,507,036 27,785,084

負債純資産合計 39,066,073 39,795,073
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(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 12,648,773 16,564,553

売上原価 11,872,606 13,799,524

売上総利益 776,167 2,765,028

販売費及び一般管理費 1,215,430 1,435,792

営業利益又は営業損失（△） △439,263 1,329,236

営業外収益   

受取利息 14,847 8,774

受取配当金 133,122 49,933

持分法による投資利益 69,926 34,770

雑収入 23,969 37,741

営業外収益合計 241,866 131,220

営業外費用   

支払利息 31,718 20,381

為替差損 13,128 192,060

雑損失 9,557 11,928

営業外費用合計 54,404 224,370

経常利益又は経常損失（△） △251,801 1,236,086

特別利益   

固定資産売却益 7 157,370

投資有価証券売却益 42,830 －

その他 － 700

特別利益合計 42,838 158,070

特別損失   

固定資産売却損 310 －

固定資産除却損 1,351 9,157

本社工場再整備費 － 15,554

ゴルフ会員権売却損 2,000 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 43,979

特別損失合計 3,662 68,691

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（△）

△212,626 1,325,465

法人税等 △57,971 343,712

少数株主損益調整前四半期純利益 － 981,753

少数株主利益 223,087 569,769

四半期純利益又は四半期純損失（△） △377,742 411,983
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【第２四半期連結会計期間】 

(単位：千円)

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 6,713,757 8,275,136

売上原価 5,922,724 6,828,787

売上総利益 791,032 1,446,349

販売費及び一般管理費 606,768 695,826

営業利益 184,263 750,523

営業外収益   

受取利息 6,855 4,129

受取配当金 93,483 15,381

持分法による投資利益 28,373 24,514

為替差益 13,546 －

雑収入 15,674 13,225

営業外収益合計 157,933 57,250

営業外費用   

支払利息 15,760 10,280

為替差損 － 123,695

雑損失 － 4,923

営業外費用合計 15,760 138,899

経常利益 326,437 668,874

特別利益   

固定資産売却益 － 104,759

投資有価証券売却益 42,830 －

特別利益合計 42,830 104,759

特別損失   

固定資産売却損 310 －

固定資産除却損 50 5,050

本社工場再整備費 － 13,016

ゴルフ会員権売却損 2,000 －

特別損失合計 2,361 18,066

税金等調整前四半期純利益 366,906 755,567

法人税等 58,757 203,398

少数株主損益調整前四半期純利益 － 552,168

少数株主利益 166,337 264,377

四半期純利益 141,811 287,790
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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（△）

△212,626 1,325,465

減価償却費 1,103,321 998,644

のれん償却額 136,217 170,942

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,284 304

退職給付引当金の増減額（△は減少） 28,213 76,999

受取利息及び受取配当金 △147,970 △58,708

支払利息 31,718 20,381

持分法による投資損益（△は益） △69,926 △34,770

投資有価証券売却損益（△は益） △42,830 －

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） 1,655 △148,212

売上債権の増減額（△は増加） △106,404 △301,869

たな卸資産の増減額（△は増加） 433,827 71,214

仕入債務の増減額（△は減少） 319,958 282,528

未払消費税等の増減額（△は減少） 26,055 △91,323

その他 △29,202 477,238

小計 1,473,290 2,788,834

利息及び配当金の受取額 158,039 59,396

利息の支払額 △27,673 △20,554

法人税等の支払額 △20,906 △266,038

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,582,749 2,561,638

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形及び無形固定資産の取得による支出 △798,119 △434,975

有形及び無形固定資産の売却による収入 207 164,088

投資有価証券の取得による支出 △318,309 △3,286

投資有価証券の売却による収入 51,384 －

貸付けによる支出 △6,773 △623,574

貸付金の回収による収入 1,592 654,776

その他 △31,736 △12,343

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,101,754 △255,315

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 14,085,972 4,845,000

短期借入金の返済による支出 △13,940,000 △5,690,520

長期借入金の返済による支出 △173,000 △173,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △4,107 △5,661

自己株式の取得による支出 △89 △32

配当金の支払額 △173,951 △173,891

少数株主への配当金の支払額 △123,221 △476,768

その他 6 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △328,390 △1,674,873

現金及び現金同等物に係る換算差額 105,748 △73,363

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 258,352 558,086

現金及び現金同等物の期首残高 1,437,395 2,668,228

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,695,747 3,226,315
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（４）継続企業の前提に関する注記 
   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） 
    該当事項はありません。 
 
（５）セグメント情報 
   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） 
 自動車用部品 

（千円） 
その他 
（千円） 

合計 
（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 
10,266,604 2,382,169 12,648,773 ―― 12,648,773

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
―― 23,653 23,653 (23,653) ――

計 10,266,604 2,405,822 12,672,426 (23,653) 12,648,773
営業損失（△） △132,613 △269,679 △402,293 (36,970) △439,263
（注）１ 事業区分の方法 
     製品の種類、類似性を考慮して決定しております。 
   ２ 各事業区分に属する主要業務 
     自動車用部品･･･自動車用エンジンバルブ、自動車用精密鍛造歯車、バルブリフター、

NT－VCP、他製造販売 
     そ の 他･･･陸舶用エンジンバルブ、農業・建設機械用精密鍛造歯車、高圧洗浄、シ

リンダーヘッドの修理、他 
 
   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） 
 日本   

（千円） 
アジア 

（千円）

北米 

（千円）

合計  
（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 
8,871,744 2,164,126 1,612,903 12,648,773 ―― 12,648,773

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
96,299 86,284 ―― 182,584 (182,584) ――

計 8,968,043 2,250,410 1,612,903 12,831,358 (182,584) 12,648,773
営業利益又は営業損失

（△） 

△830,690 436,016 △47,452 △442,125 2,862 △439,263

 （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 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 
      アジア･･･台湾、インドネシア、タイ 
      北 米･･･アメリカ 
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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） 
 アジア ヨーロッパ 北米 連結 
Ⅰ 海外売上高（千円） 2,431,157 1,062,356 1,616,989 5,110,503
Ⅱ 連結売上高（千円）  12,648,773
Ⅲ 連結売上高に占める海

外売上高の割合（％） 
19.2 8.4 12.8 40.4

 
 （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 各区分に属する主な国又は地域 
      アジア･･･････台湾、韓国、インドネシア、タイ他 
      ヨーロッパ･･･スウェーデン、ドイツ、フィンランド、イタリア、フランス他 
      北米･････････アメリカ他 
    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の売上高であります。 

日鍛バルブ(株)（6493）　平成23年3月期　第2四半期決算短信

12



    
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、製品別の事業部門を置き、各事業部門は取り扱う製品・サービスについて国内 
及び海外向けに、開発、製造、販売及びサービスの提供等の、事業活動を展開しておりま 
す。 
 したがって、当社グループは、事業部を基礎とした製品別のセグメントから構成されて 
おり、事業活動の内容及び経営環境に関して適切な情報を提供するため、経済的特徴及び 
製品・サービス等の要素が概ね類似する複数の事業セグメントを集約し、「小型エンジンバ 
ルブ」、「舶用部品」および「可変動弁・歯車」の３つを報告セグメントとしております。 
 
 
各事業区分の主要製品 

    事業区分 主  要  製  品 
小型エンジンバルブ 乗用車・二輪車・トラック・バス・汎用製品等のエンジンバルブ 

舶用部品 船舶用エンジンバルブ、汎用製品のエンジンバルブ 

 可変動弁・歯車 
自動車用電磁式連続カム位相可変機構、 

自動車・トラック・農業機械・建設機械・産業機械等の精密鍛造歯車 

 
 
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) 

 
 

報告セグメント  
小型 

エンジン

バルブ  

舶用部品 
可変動弁･

歯 車 
計 

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  
(注) 3 

売上高         
外部顧客への

売上高 
11,044,689 1,296,038 3,072,675 15,413,403 1,151,149 16,564,553        － 16,564,553

セグメント間

の内部売上高

又は振替高 
   2,239        －        － 2,239 595,031 597,270 △597,270        － 

計 11,046,929 1,296,038 3,072,675 15,415,643 1,746,180 17,161,824 △597,270 16,564,553

セグメント利益  1,002,970 90,070 86,953  1,179,994 147,678 1,327,672 1,563 1,329,236
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(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、バルブリフ 

ター・工作機械製造販売、高圧洗浄、シリンダーヘッド修理等を含んでおります。 
   ２.  セグメント利益 (営業利益)の調整額 1,563 千円は、セグメント間取引消去 63,525 千

円、各報告セグメントに配分されない全社費用△61,961千円であります。全社費用は、

主に報告セグメントに帰属しない親会社の一般管理費に係る費用であります。 
   ３. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

 
（追加情報） 
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。 
 
 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 
   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） 
    該当事項はありません。 

 
 
 

４．補足情報 
（１）所在地別セグメント 
   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） 

 日本  

（千円） 
アジア 

（千円） 
北米 

（千円）

欧州 

（千円）

合計  
（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 
10,490,485 3,411,821 2,524,834 137,411 16,564,553 ― 16,564,553

(2)セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

652,893 94,405 ― 2,239 749,538 (749,538) ―

計 11,143,378 3,506,227 2,524,834 139,650 17,314,091 (749,538) 16,564,553
営業利益又は 

営業損失（△） 
△11,912 979,044 431,722 △62,401 1,336,453 (7,216) 1,329,236

 （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 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 
      アジア･･･台湾、インドネシア、タイ、中国 
     北 米･･･アメリカ 

欧 州･･･ポーランド 
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