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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 30,518 138.5 1,782 ― 1,945 ― 1,239 ―
22年3月期第2四半期 12,796 △60.7 △717 ― △586 ― △1,068 ―

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 45.01 ―
22年3月期第2四半期 △38.80 ―

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 38,113 18,394 46.3 640.54
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2四半期  17,639百万円 22年3月期  16,383百万円

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 ― 0.00
23年3月期 

（予想）
― 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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  有   

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 64,700 82.6 3,600 689.1 3,900 445.2 2,300 ― 83.52



(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）4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.5「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 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2Q  34,384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2Q 27,539,798株 22年3月期2Q 27,542,171株
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当第２四半期連結累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等の懸念材料はあるも

のの、新興国の好調な経済を背景に輸出が増加し、緩やかな回復傾向の中で推移いたしました。 

トラック市場におきましては、中国、アセアン等、新興国で需要の拡大基調が続きましたが、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、先進国でも日本及び米国で

緩やかな回復が続き、欧州においても一部に不透明感が残るものの、需要は堅調に推移いたしました。

このような情勢下、当第２四半期連結累計期間の売上高は、前年同四半期連結累計期間に比べ177億

２千１百万円増加し、305億１千８百万円となりました。 

  

(単位：百万円) 

 
  

当第２四半期連結累計期間の損益面におきましては、増産対応の費用が増加するなど、利益を押し下

げる要因はあったものの、先期に引き続き原価低減及び固定費圧縮を推進した結果、営業利益は17億８

千２百万円(前年同四半期連結累計期間は営業損失７億１千７百万円)、経常利益は19億４千５百万円

(前年同四半期連結累計期間は経常損失５億８千６百万円)、四半期純利益は12億３千９百万円(前年同

四半期連結累計期間は四半期純損失10億６千８百万円)となりました。 

  

(資産) 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ32億２千５百万円増加し、162億９千９百万円となりまし

た。これは、主に受取手形及び売掛金が22億８千３百万円、現金及び預金が４億４千２百万円がそれ

ぞれ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７億９千２百万円減少し、218億１千４百万円となりまし

た。これは、主に機械装置及び運搬具が５億８千２百万円減少したことなどによります。 

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)

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 5,452 42.6 9,375 30.7 3,923 72.0

エンジン部品 5,107 39.9 17,303 56.7 12,196 238.8

計 10,559 82.5 26,679 87.4 16,119 152.6

アジア 自動車用部品等 2,237 17.5 3,839 12.6 1,602 71.6

合計 12,796 100.0 30,518 100.0 17,721 138.5

(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
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(負債) 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ16億６千８百万円増加し、115億３千４百万円となりまし

た。これは、短期借入金が11億１百万円減少したものの、支払手形及び買掛金が19億４千３百万円、

未払法人税等が４億４千３百万円、未払金が２億６千９百万円それぞれ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５億３千６百万円減少し、81億８千４百万円となりました。

これは、主に長期借入金が３億５千万円減少したことなどによります。 

(純資産) 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ13億１百万円増加し、183億９千４百万円となりました。

これは、主に利益剰余金が12億３千９百万円増加したことなどによります。 

  

当第２四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４億４千２百万円増加し、26億９千９百万円となりました。 

営業活動の結果得られた資金は21億１千２百万円(前年同四半期連結累計期間は７千７百万円の支

出)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19億４千１百万円、減価償却費９億３千２百万円、

仕入債務の増加額19億５千５百万円であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加額23億９百万円、た

な卸資産の増加額２億９千９百万円であります。 

投資活動の結果支出した資金は５千５百万円(前年同四半期連結累計期間に比べ16億４千１百万円

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。

財務活動の結果支出した資金は16億円(前年同四半期連結累計期間は３億１千５百万円の収入)とな

りました。 

これは、主に短期借入金の返済による支出が11億円、長期借入金の返済による支出が６億５千４百

万円であったことによるものであります。 

  

(2)キャッシュ・フローの状況

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

(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、新興国等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。これらの経営環境を踏まえ、平成22年８月６日に公表いたしました平成23

年３月期通期の連結業績予想を次の通り修正しております。 

 
  

(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 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） 55,300 2,600 2,850 1,660 60.28

今回発表予想（Ｂ） 64,700 3,600 3,900 2,300 83.52

増減額（Ｂ－Ａ） 9,400 1,000 1,050 640 ―

増減率（％） 17.0 38.5 36.8 38.6 ―

(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。 

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。 

  

 
  

 
  

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

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)

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)

(四半期連結損益計算書関係)

１．前第２四半期連結累計期間において、営業外費用の「その他」に含めていた「支払手数料」は、営業外費用

総額の100分の20を超えたため、当第２四半期連結累計期間では区分掲記することとしております。なお、

前第２四半期連結累計期間の営業外費用の「その他」に含まれる「支払手数料」は14,866千円であります。

２．「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」の科目を表示しております。

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)

(四半期連結損益計算書関係)

１．前第２四半期連結会計期間において、営業外収益の「その他」に含めていた「還付関税等」は、営業外収益

総額の100分の20を超えたため、当第２四半期連結会計期間では区分掲記することとしております。なお、

前第２四半期連結会計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「還付関税等」は30,134千円であります。

２．前第２四半期連結会計期間において、営業外費用の「その他」に含めていた「支払手数料」は、営業外費用

総額の100分の20を超えたため、当第２四半期連結会計期間では区分掲記することとしております。なお、

前第２四半期連結会計期間の営業外費用の「その他」に含まれる「支払手数料」は7,348千円であります。

３．「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２四半期連結会計期間で

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。
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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 2,699,367 2,256,941

受取手形及び売掛金 10,802,199 8,518,314

製品 457,774 425,345

仕掛品 234,999 216,926

原材料及び貯蔵品 1,262,244 1,019,961

その他 842,721 636,296

流動資産合計 16,299,307 13,073,786

固定資産

有形固定資産

機械装置及び運搬具（純額） 6,818,541 7,401,255

土地 10,843,130 10,844,430

その他（純額） 2,808,057 2,972,140

有形固定資産合計 20,469,729 21,217,826

無形固定資産

借地権 92,480 93,638

その他 29,544 35,843

無形固定資産合計 122,025 129,481

投資その他の資産 1,222,799 1,259,581

固定資産合計 21,814,555 22,606,889

資産合計 38,113,862 35,680,676

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 7,905,731 5,962,147

短期借入金 1,226,067 2,327,248

未払法人税等 546,458 102,830

賞与引当金 416,478 435,025

その他 1,439,903 1,039,122

流動負債合計 11,534,640 9,866,373

固定負債

長期借入金 1,950,000 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 1,401,137 1,475,744

その他 729,608 841,390

固定負債合計 8,184,465 8,720,854

負債合計 19,719,105 18,587,227
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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)

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 8,359,957 7,120,263

自己株式 △12,633 △12,004

株主資本合計 12,095,259 10,856,194

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 149,304 94,669

土地再評価差額金 5,953,280 5,953,280

為替換算調整勘定 △558,303 △520,534

評価・換算差額等合計 5,544,281 5,527,415

少数株主持分 755,215 709,838

純資産合計 18,394,756 17,093,448

負債純資産合計 38,113,862 35,680,676
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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 12,796,827 30,518,278

売上原価 12,596,764 27,683,939

売上総利益 200,063 2,834,339

販売費及び一般管理費

運送費 45,201 84,593

給料及び手当 347,000 368,772

賞与引当金繰入額 57,852 66,281

退職給付引当金繰入額 23,410 22,791

減価償却費 49,643 44,361

賃借料 52,186 23,433

租税公課 18,585 36,300

試験研究費 14,313 31,090

のれん償却額 16,032 －

その他 293,690 374,627

販売費及び一般管理費合計 917,917 1,052,252

営業利益又は営業損失（△） △717,854 1,782,086

営業外収益

受取利息 2,523 5,178

受取配当金 5,596 5,854

スクラップ売却益 38,212 142,852

為替差益 83,007 －

その他 90,868 72,468

営業外収益合計 220,209 226,354

営業外費用

支払利息 54,787 37,902

為替差損 － 3,643

支払手数料 － 14,680

その他 34,431 6,786

営業外費用合計 89,218 63,013

経常利益又は経常損失（△） △586,863 1,945,427

特別利益

固定資産売却益 1,023 －

投資有価証券売却益 － 15,900

特別利益合計 1,023 15,900
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（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)

特別損失

固定資産売却損 396 －

固定資産除却損 7,712 2,476

減損損失 286,446 －

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 294,554 19,784

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（△）

△880,395 1,941,542

法人税、住民税及び事業税 112,420 560,274

法人税等調整額 24,073 50,752

法人税等合計 136,493 611,026

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,330,516

少数株主利益 51,712 90,822

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,068,600 1,239,694

自動車部品工業株式会社（7233）平成23年3月期　第2四半期決算短信

9



【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 7,505,410 15,976,809

売上原価 7,231,533 14,699,865

売上総利益 273,876 1,276,943

販売費及び一般管理費

運送費 25,575 46,156

給料及び手当 168,800 187,013

賞与引当金繰入額 28,128 32,695

退職給付引当金繰入額 15,602 12,450

減価償却費 24,237 21,939

賃借料 34,964 9,348

租税公課 11,250 16,925

試験研究費 2,706 18,016

のれん償却額 7,758 －

その他 149,157 140,245

販売費及び一般管理費合計 468,181 484,791

営業利益又は営業損失（△） △194,304 792,152

営業外収益

受取利息 1,691 3,693

受取配当金 13 1,855

為替差益 63,228 －

スクラップ売却益 24,006 68,531

還付関税等 － 24,181

その他 66,642 19,484

営業外収益合計 155,582 117,745

営業外費用

支払利息 28,852 17,468

為替差損 － 14,287

支払手数料 － 7,464

その他 16,540 △3,904

営業外費用合計 45,392 35,316

経常利益又は経常損失（△） △84,114 874,581

特別利益

固定資産売却益 520 －

投資有価証券売却益 － 15,900

特別利益合計 520 15,900

特別損失

固定資産売却損 396 －

固定資産除却損 4,812 2,476

減損損失 286,446 －

特別損失合計 291,655 2,476
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（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)

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（△）

△375,248 888,004

法人税、住民税及び事業税 67,231 207,528

法人税等調整額 78,703 128,888

法人税等合計 145,935 336,416

少数株主損益調整前四半期純利益 － 551,587

少数株主利益 22,661 39,157

四半期純利益又は四半期純損失（△） △543,845 512,430
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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（△）

△880,395 1,941,542

減価償却費 927,107 932,497

減損損失 286,446 －

のれん償却額 16,032 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △83,517 △73,330

受取利息及び受取配当金 △8,120 △11,033

支払利息 54,787 37,902

為替差損益（△は益） △83,007 3,643

有形固定資産除売却損益（△は益） 7,085 2,476

売上債権の増減額（△は増加） △582,087 △2,309,006

たな卸資産の増減額（△は増加） △5,631 △299,931

仕入債務の増減額（△は減少） △300,793 1,955,535

投資有価証券売却損益（△は益） － △15,328

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） 107,073 186,084

その他 2,558 △92,158

小計 △542,461 2,275,629

利息及び配当金の受取額 8,120 11,033

利息の支払額 △55,657 △39,809

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 512,063 △133,987

営業活動によるキャッシュ・フロー △77,935 2,112,866

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 △1,884,639 △109,825

有形固定資産の売却による収入 191,496 32,666

投資有価証券の取得による支出 △3,324 △4,727

投資有価証券の売却による収入 － 26,618

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,696,468 △55,268

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） 867,567 △800,000

長期借入金の返済による支出 △555,278 △654,169

自己株式の取得による支出 △155 △629

少数株主への配当金の支払額 △22,549 △36,252

その他 25,817 △109,084

財務活動によるキャッシュ・フロー 315,402 △1,600,135

現金及び現金同等物に係る換算差額 75,079 △15,035

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,383,921 442,426

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 1,737,942 2,699,367
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該当事項はありません。 

  

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 

   (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 

  

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

5,107,751 7,591,609 97,467 12,796,827 ― 12,796,827

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高

― 79 137,302 137,382 (137,382) ―

計 5,107,751 7,591,689 234,769 12,934,210 (137,382) 12,796,827

 営業利益又は営業損失(△) △394,950 △346,086 16,768 △724,268 6,414 △717,854

【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

10,559,813 2,237,013 12,796,827 ― 12,796,827

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高

253,137 165,662 418,800 (418,800) ―

計 10,812,950 2,402,676 13,215,627 (418,800) 12,796,827

 営業利益又は営業損失(△) △827,095 97,631 △729,463 11,609 △717,854
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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 

   (1) アジア ……………  タイ、インドネシア 

   (2) その他の地域 ……  アメリカ合衆国 

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。 

  

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。 

  

  

当社は、平成22年10月１日付で適格退職年金制度の一部を確定拠出金制度へ移行し、「退職給付制

度間の移行等に関する会計処理」(企業会計基準適用指針第１号)を適用する予定であります。 

なお、本移行に伴う第３四半期連結会計期間の損益に与える影響額は、74,762千円(特別利益)の見

込みであります。 

  

【海外売上高】

アジア その他の地域 計

Ⅰ  海外売上高(千円) 2,237,013 29,565 2,266,578

Ⅱ  連結売上高(千円) ― ― 12,796,827

Ⅲ  連結売上高に占める 
    海外売上高の割合(％)

17.5 0.2 17.7

【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

(7) 重要な後発事象
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