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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２四半期  155,928  41.6  12,607  －  11,759  －  8,059  －

22年３月期第２四半期  110,143  △43.5  △2,938  －  △2,335  －  △1,898  －

  
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  36.89  －

22年３月期第２四半期  △8.68  －

  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  274,471  82,471  28.3  357.39

 22年３月期  269,361  78,489  27.3  336.55

（参考）自己資本 23年３月期第２四半期 77,769百万円 22年３月期 73,572百万円

  
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  － 0.00 － 2.50  2.50

23年３月期  － 4.00

23年３月期（予想） － 4.00  8.00

（注）当四半期における配当予想の修正有無 ： 有 ・無

  （％表示は、対前期増減率）

  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 

通期  318,000  26.2  21,300  446.7  20,000  261.6  13,600  －  62.50

（注）当四半期における業績予想の修正有無 ： 有 ・無



  

４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「その他の情報」をご覧ください。） 

（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。 

  

(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レビュー手続きの対象外であり、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レビュー手続きが実施中です。 

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 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および合理的である

と判断する一定の情報に基づいており、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。 

  

(1）当四半期中における重要な子会社の異動  ： 有 ・無

新規 － 社 （社名） － 除外 － 社   

(2）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有 ・無

① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有 ・無

② ①以外の変更        ： 有 ・無

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期２Ｑ 222,984,315株 22年３月期 222,984,315株

②  期末自己株式数 23年３月期２Ｑ 5,377,409株 22年３月期 4,373,830株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期２Ｑ 218,465,796株 22年３月期２Ｑ 218,619,166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勢にも支えられ景気回復基調は持続して

いるものの、急激な円高に加え、消費刺激策の息切れによる内需低迷により、景気の先行きに不透明感が強まって

います。また、海外経済も中国をはじめとする新興国は堅調な景気拡大が続くものの鈍化の傾向にあり、米国景気

の先行きや、欧州経済の長期低迷に懸念があり、予断を許さない状況となっております。 

 このような環境のもと、当社グループの主要な需要先である自動車業界は、四輪車生産実績が堅調に推移したこ

とから、前第２四半期連結累計期間と比べまして24.1％の増加となりました。また、同じく主要な需要先である建

設機械業界も、中国向けを主とした需要を中心に回復基調を辿り、出荷高は前第２四半期連結累計期間と比べ

78.3％の増加となりました。 

 当社グループの売上高につきましては、主力の自動車および建設機械向け製品が需要の拡大を受けて、1,559億

円と前第２四半期連結累計期間に比べ457億円の増収となりました。営業損益につきましては、需要拡大による操

業度の向上が奏功したことに加え、前連結会計年度から引き続き、グループ全社を挙げて総原価低減活動を推し進

めていることにより、前第２四半期連結累計期間の29億38百万円の損失から126億７百万円の利益へと大幅に改善

いたしました。四半期純損益につきましても前第２四半期連結累計期間の18億98百万円の損失から80億59百万円の

利益へ転じております。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 財政状態につきましては、総資産が2,744億円と前連結会計年度末に比べ51億円の増加となりました。流動資産

は、たな卸資産が減少する一方、販売出荷高の回復により受取手形及び売掛金が増加し、また一時的な手元資金の

運用である短期貸付金が増加したことにより、128億円増加の1,666億円となりました。固定資産は、新規設備投資

の抑制により有形固定資産が減少し、77億円減少の1,077億円となりました。 

 負債は、借入金残高は減少しましたが、生産高の回復に伴い支払手形及び買掛金が増加したことにより、11億円

増加の1,919億円となりました。 

 純資産は、為替換算調整勘定やその他有価証券評価差額金が減少したものの、四半期純利益により利益剰余金が

増加し、39億円増加の824億円となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 通期の連結業績は、当初の予想（平成22年８月５日公表）を変更しております。詳細は、平成22年11月８日付で

公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（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 

 たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価

切下げを行う方法によっております。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

〔会計基準の改正に伴う変更〕 

（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、経常利益はそれぞれ４百万円減少し、税金等調整前四半

期純利益は、169百万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218百

万円であります。 

  

（「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）  

 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。 

 これによる経常利益およ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。 

  

（企業結合に関する会計基準等の適用） 

 当第２四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26

日）、「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）、「「研究開発費等に係

る会計基準」の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企

業会計基準第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年12月26

日公表分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 

平成20年12月26日）を適用しております。 

  

〔表示方法の変更〕 

（四半期連結損益計算書） 

 「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では、「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。 

２．その他の情報
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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 36,533 34,571

受取手形及び売掛金 75,820 69,303

有価証券 6,000 5,000

製品 14,729 15,141

仕掛品 12,435 13,024

原材料及び貯蔵品 7,433 8,373

繰延税金資産 4,171 3,553

短期貸付金 4,358 140

その他 5,661 5,279

貸倒引当金 △454 △523

流動資産合計 166,690 153,864

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 24,398 25,383

機械装置及び運搬具（純額） 38,757 42,835

土地 22,528 22,601

リース資産（純額） 1,744 1,889

建設仮勘定 1,445 1,427

その他（純額） 2,576 2,863

有形固定資産合計 91,450 97,000

無形固定資産   

のれん 33 50

ソフトウエア 91 106

その他 1,157 874

無形固定資産合計 1,282 1,031

投資その他の資産   

投資有価証券 9,898 11,101

繰延税金資産 3,366 4,585

その他 1,825 2,487

貸倒引当金 △43 △710

投資その他の資産合計 15,047 17,464

固定資産合計 107,780 115,496

資産合計 274,471 269,361
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（単位：百万円）

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 62,253 54,963

短期借入金 35,820 29,072

リース債務 253 266

未払金 5,789 5,091

未払法人税等 2,171 888

設備関係支払手形 382 594

製品保証引当金 4,662 3,974

役員賞与引当金 28 52

事業構造改善引当金 260 119

その他 9,812 10,138

流動負債合計 121,435 105,163

固定負債   

長期借入金 51,908 66,821

リース債務 1,510 1,644

再評価に係る繰延税金負債 4,512 4,512

退職給付引当金 10,904 11,033

役員退職慰労引当金 620 684

環境対策引当金 222 207

資産除去債務 209 －

その他 676 803

固定負債合計 70,564 85,708

負債合計 191,999 190,871

純資産の部   

株主資本   

資本金 19,113 19,113

資本剰余金 20,256 20,256

利益剰余金 41,216 33,620

自己株式 △1,415 △990

株主資本合計 79,170 71,999

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,045 1,490

繰延ヘッジ損益 － 45

土地再評価差額金 4,760 4,760

為替換算調整勘定 △7,207 △4,724

評価・換算差額等合計 △1,400 1,572

少数株主持分 4,701 4,917

純資産合計 82,471 78,489

負債純資産合計 274,471 269,361
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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：百万円）

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 110,143 155,928

売上原価 96,590 124,956

売上総利益 13,553 30,972

販売費及び一般管理費 16,491 18,364

営業利益又は営業損失（△） △2,938 12,607

営業外収益   

受取利息 81 127

受取配当金 156 191

為替差益 290 －

受取技術料 47 89

持分法による投資利益 261 772

助成金収入 630 23

その他 385 400

営業外収益合計 1,853 1,605

営業外費用   

支払利息 1,040 933

為替差損 － 1,375

その他 209 144

営業外費用合計 1,250 2,453

経常利益又は経常損失（△） △2,335 11,759

特別利益   

固定資産売却益 14 6

負ののれん発生益 － 133

貸倒引当金戻入額 23 13

保険解約返戻金 173 －

関係会社株式売却益 － 410

その他 － 31

特別利益合計 211 594

特別損失   

過年度損益修正損 366 －

固定資産処分損 221 176

減損損失 333 236

投資有価証券評価損 10 －

特別退職金 275 51

事業構造改善費用 － 2

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 165

その他 － 16

特別損失合計 1,206 648

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（△）

△3,329 11,705

法人税、住民税及び事業税 325 2,279

法人税等調整額 △1,591 958

法人税等合計 △1,266 3,237

少数株主損益調整前四半期純利益 － 8,468

少数株主利益又は少数株主損失（△） △165 408

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,898 8,059
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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（△）

△3,329 11,705

減価償却費 7,430 6,545

固定資産売却損益（△は益） △14 △6

固定資産処分損益（△は益） 221 176

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 10 －

関係会社株式売却損益（△は益） － △410

減損損失 333 236

のれん償却額 19 16

負ののれん償却額 △18 △18

負ののれん発生益 － △133

貸倒引当金の増減額（△は減少） 145 △39

退職給付引当金の増減額（△は減少） △516 △83

製品保証引当金の増減額（△は減少） △425 776

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △28 △24

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △220 △63

環境対策引当金の増減額（△は減少） － 15

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） － 140

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 165

受取利息及び受取配当金 △237 △319

保険解約損益（△は益） △173 －

支払利息 1,040 933

持分法による投資損益（△は益） △261 △772

売上債権の増減額（△は増加） 1,819 △8,925

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,616 △236

仕入債務の増減額（△は減少） △5,050 9,435

未払金の増減額（△は減少） 809 950

その他 △491 △977

小計 4,678 19,087

利息及び配当金の受取額 181 537

利息の支払額 △1,133 △960

法人税等の支払額 △296 △1,101

法人税等の還付額 2,642 202

保険金の受取額 175 －

補助金の受取額 － 179

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,248 17,944
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（単位：百万円）

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) 

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 △747 △4,606

定期預金の払戻による収入 1,137 1,380

有形固定資産の取得による支出 △7,679 △3,193

有形固定資産の売却による収入 194 96

投資有価証券の取得による支出 △4 △3

関係会社株式の取得による支出 － △225

関係会社株式の売却による収入 － 1,349

関係会社出資金の払込による支出 － △163

貸付けによる支出 △772 △182

貸付金の回収による収入 89 184

その他 190 △164

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,592 △5,529

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） △2,274 △4,150

リース債務の返済による支出 △75 △136

長期借入れによる収入 2,069 377

長期借入金の返済による支出 △2,051 △2,560

社債の償還による支出 △15 △10

自己株式の取得による支出 △1 △425

自己株式の売却による収入 0 0

配当金の支払額 － △546

少数株主への配当金の支払額 △125 △127

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,473 △7,579

現金及び現金同等物に係る換算差額 72 △969

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,744 3,865

現金及び現金同等物の期首残高 34,272 37,663

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △19

現金及び現金同等物の四半期末残高 30,528 41,510
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該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。 

  

  

(注)「ＡＣ事業」は「オートモーティブコンポーネンツ事業」の略称であり、「ＨＣ事業」は「ハイドロリックコンポー

ネンツ事業」の略称となっております。   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

４．補足情報

 部門別売上高（連結） 

区分 

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) 

対前期増減
（△印減） 

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 

(百万円) 

構成比 
(％) 

売上高
(百万円) 

構成比
(％) 

百万円    ％ 
売上高 
(百万円) 

構成比
(％) 

 ＡＣ事業  76,341  69.3  94,673  60.7  18,332  24.0  168,504  66.9

四輪車用(緩衝器)  (51,319)  (46.6)  (60,265)  (38.6)  (8,946)  (17.4)  (112,515)  (44.7)

二輪車用(緩衝器)  (8,800)  (8.0)  (11,156)  (7.2)  (2,356)  (26.8)  (19,292)  (7.7)

四輪車用(油圧機器)  (13,425)  (12.2)  (19,465)  (12.5)  (6,040)  (45.0)  (31,079)  (12.3)

その他製品   (2,796)  (2.5)  (3,785)  (2.4)  (989)  (35.4)  (5,617)  (2.2)

 ＨＣ事業  28,499  25.9  55,440  35.6  26,941  94.5  71,813  28.5

産業用(油圧機器)  (22,408)  (20.3)  (48,886)  (31.4)  (26,478)  (118.2)  (60,089)  (23.8)

航空機用(油圧機器)   (3,052)  (2.8)  (2,790)  (1.8)  (△262)  (△8.6)  (5,942)  (2.4)

その他製品  (3,038)  (2.8)  (3,763)  (2.4)  (725)  (23.9)  (5,780)  (2.3)

 その他  5,303  4.8  5,814  3.7  511  9.6  11,702  4.6

特装車両  (897)  (0.8)  (819)  (0.5)  (△78)  (△8.7)  (1,708)  (0.7)

その他製品  (4,405)  (4.0)  (4,995)  (3.2)  (590)  (13.4)  (9,993)  (3.9)

 合     計  110,143  100.0  155,928  100.0  45,785  41.6  252,020  100.0
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