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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31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3四半期 179,581 19.6 8,092 ― 7,355 ― 1,846 ―
22年3月期第3四半期 150,213 △30.8 △3,180 ― △2,442 ― △5,376 ―

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3四半期 24.31 ―
22年3月期第3四半期 △70.77 ―

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3四半期 161,119 84,911 43.6 925.63
22年3月期 167,247 85,054 42.2 929.52

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  70,318百万円 22年3月期  70,613百万円

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  
平成23年3月期の期末及び合計の配当予想額は未定です。 

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.  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 235,000 13.2 9,000 ― 8,000 ― 500 ― 6.58

0128333
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(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
づく四半期連結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 
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については、[添付資料]Ｐ．3「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。）

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3Q 76,020,019株 22年3月期  76,020,019株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  52,345株 22年3月期  52,260株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 75,967,733株 22年3月期3Q 75,967,938株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

平成23年３月期第３四半期（平成22年４月１日から平成22年12月31日までの９ヶ月間）における当社を取り巻く経 

済情勢は、景気は、各国の景気刺激策等の効果もあり、米国では、緩やかに回復し、欧州では、総じて持ち直してい 

ます。また、日本では、急激な円高等により景気は足踏み状態となったものの、持ち直しに向かっています。中国、 

インドでは、内需を中心に拡大し、アジアでは総じて景気は回復しています。  

自動車市場におきましては、日本では、新車買換え支援策等の優遇政策の影響により、生産・販売ともに前年同期 

を上回りました。米国では、市場の回復に牽引され生産・販売ともに前年同期を大幅に上回りました。また、中国、 

インドでは市場が拡大し、アジアにおいては市場が好調に推移し、世界全体では総じて前年同期を上回りました。  

                                   

この結果、売上高につきましては、1,795億８千１百万円と前年同期に比べ19.6％の増収となりました。 

利益につきましては、売上の増加および前期より継続する生産体質の改善、事業運営の効率化等の諸施策や徹底した

費用の削減等の効果により、営業利益は、80億９千２百万円（前年同期は営業損失31億８千万円）、経常利益は、73 

億５千５百万円（前年同期は経常損失24億４千２百万円）、四半期純利益は、18億４千６百万円（前年同期は四半期 

純損失53億７千６百万円）となりました。 

  

セグメントの業績は、次のとおりです。各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。 

（日本）   

新車買換え支援策等の優遇政策による得意先の販売の好調により、二輪車用部品、四輪車用部品の販売がとも 

に増加し、増収となりました。 

この結果、売上高は、964億１千万円となり、営業利益は、６億８千万円となりました。    

  

（北米）      

米国、カナダでは自動車市場の回復に伴う得意先の大幅な販売増加により、四輪車用部品の販売が増加し、増 

収となりました。 

この結果、北米における売上高は、410億１百万円となり、営業利益は、２千万円となりました。 

  

（南米） 

ブラジルでは二輪車市場の回復に伴う得意先の大幅な販売増加により、二輪車用部品の販売が増加し、増収と 

なりました。 

この結果、南米における売上高は、160億７千万円となり、営業利益は、10億３百万円となりました。 

  

（アジア）      

インドネシア、タイでは自動車市場の好調を背景とした得意先の大幅な販売増加により、二輪車用部品、四輪 

車用部品の販売がともに増加し、増収となりました。インドでは市場の拡大に伴う得意先の販売増加により、四 

輪車用部品の販売が増加し、増収となりました。 

この結果、アジアにおける売上高は、311億１千１百万円となり、営業利益は、51億２千万円となりました。 

  

（中国） 

拡大する自動車市場において、得意先の販売増加により、四輪車用部品の販売が増加し、増収となりました。 

この結果、売上高は、179億７千８百万円となり、営業利益は、17億１千３百万円となりました。 

  

その他          

その他売上高は、61億７千６百万円となり、営業損失は、３億９千１百万円となりました。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債、純資産の状況 

当第３四半期末の総資産は、1,611億１千９百万円となり、前期末に比べ61億２千７百万円減少しました。 

流動資産は、商品及び製品、原材料及び貯蔵品などの減少で、前期末に比べ14億１千８百万円減少しました。 

固定資産は、機械装置及び運搬具などが為替換算の影響もあり減少し、前期末に比べ47億９百万円減少しまし

た。 

負債は、長・短期借入金および関係会社整理損失引当金などの減少により、前期末に比べ59億８千４百万円減少 

しました。  

純資産は、利益剰余金は増加したものの為替換算の影響により、前期末に比べ１億４千２百万円減少しました。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期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、前期末に比べ44億７千３百万円 

減少し、79億７千６百万円となりました。 

  

当第３四半期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。  

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

営業活動により得られた資金は、前年同期に比べ関係会社整理損失引当金などの減少などはありましたが、税 

金等調整前四半期純利益の増加などにより２億６百万円増加し、83億７千２百万円となりました。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

投資活動により使用した資金は、短期投資による支出はありましたが、有形固定資産の取得による支出が減少 

したことなどにより前年同期に比べ27億１千７百万円減少し、73億５千万円となりました。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動により使用した資金は、主に長・短期借入金の返済による支出が増加したことなどにより、前年同期 

に比べ97億５千万円増加し、63億４千６百万円となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

通期（平成22年４月１日から平成23年３月31日まで）の連結業績予想においては、為替・金融市場の変動など景気 

の下振れ、日本における新車買換え支援策終了による需要減が懸念されるものの、当第３四半期の連結業績を踏まえ 

て、平成22年10月29日の対外発表時点の予想を変更しています。 

   

＜通期連結業績の見通し＞ 

                        

       

為替レートは、通期平均で、１米ドル＝88円、１ユーロ＝116円を前提にしています。   

  

また、本日、別途開示の「業績予想の修正に関するお知らせ」につきましてもご参照ください。 

売 上 高 2,350億円 前期比 13.2％増 

営 業 利 益 90億円 前期比 ―  

経 常 利 益 80億円 前期比 ―  

当 期 純 利 益  5億円 前期比 ―  
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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 

① 棚卸資産の評価方法 

  一部の連結子会社では、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

り算定しています。 

     

② 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

  当社は法人税等の算定に当たり、加減算項目や税額控除項目は重要なものに限定しています。 

  繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、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に、前連結会計年度末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り算定しています。 

  

(３) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

① 「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）

を適用しています。なお、これによる四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 

  

② 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

適用しています。なお、これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微で

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３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 12,703 14,651

受取手形及び売掛金 36,211 32,342

商品及び製品 3,854 5,079

仕掛品 3,249 4,096

原材料及び貯蔵品 14,414 16,424

その他 10,188 9,492

貸倒引当金 △103 △150

流動資産合計 80,518 81,936

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 17,756 18,002

機械装置及び運搬具（純額） 31,944 38,380

その他（純額） 16,257 14,187

有形固定資産合計 65,958 70,570

無形固定資産 741 775

投資その他の資産   

投資有価証券 11,001 11,088

その他 2,915 2,891

貸倒引当金 △16 △15

投資その他の資産合計 13,901 13,964

固定資産合計 80,601 85,310

資産合計 161,119 167,247

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 26,741 26,495

短期借入金 14,707 15,085

未払金及び未払費用 7,704 8,793

未払法人税等 813 1,216

製品保証引当金 1,337 1,253

賞与引当金 1,024 2,456

役員賞与引当金 － 47

関係会社整理損失引当金 245 2,776

その他 2,572 2,426

流動負債合計 55,147 60,550

固定負債   

長期借入金 10,494 12,436

製品保証引当金 951 902

退職給付引当金 5,085 4,655

役員退職慰労引当金 334 405

その他 4,193 3,242

固定負債合計 21,060 21,642

負債合計 76,208 82,193
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 12,698 12,698

資本剰余金 13,455 13,455

利益剰余金 51,630 49,784

自己株式 △52 △52

株主資本合計 77,732 75,885

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,374 4,494

繰延ヘッジ損益 － △16

為替換算調整勘定 △11,788 △9,750

評価・換算差額等合計 △7,414 △5,272

少数株主持分 14,593 14,440

純資産合計 84,911 85,054

負債純資産合計 161,119 167,247
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年12月31日) 

売上高 150,213 179,581

売上原価 137,247 155,146

売上総利益 12,966 24,434

販売費及び一般管理費 16,146 16,342

営業利益又は営業損失（△） △3,180 8,092

営業外収益   

受取利息 300 361

受取配当金 67 96

持分法による投資利益 165 275

為替差益 423 －

雇用調整助成金 165 －

補助金収入 － 416

その他 317 207

営業外収益合計 1,441 1,359

営業外費用   

支払利息 658 589

為替差損 － 1,402

その他 44 105

営業外費用合計 703 2,096

経常利益又は経常損失（△） △2,442 7,355

特別利益   

固定資産売却益 7 29

特別利益合計 7 29

特別損失   

固定資産売却損 5 108

固定資産廃棄損 177 479

減損損失 239 56

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 68

特別損失合計 422 712

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（△）

△2,857 6,672

法人税等 1,699 2,383

少数株主損益調整前四半期純利益 － 4,289

少数株主利益 820 2,442

四半期純利益又は四半期純損失（△） △5,376 1,846
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年12月31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（△）

△2,857 6,672

減価償却費 8,241 7,353

減損損失 239 56

貸倒引当金の増減額（△は減少） △23 △39

製品保証引当金の増減額（△は減少） △46 202

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △30 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 647 444

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） － △2,530

受取利息及び受取配当金 △368 △458

支払利息 658 589

為替差損益（△は益） △192 91

持分法による投資損益（△は益） △165 △275

雇用調整助成金 △165 －

補助金収入 － △416

有形固定資産除売却損益（△は益） 174 557

売上債権の増減額（△は増加） △5,981 △5,068

たな卸資産の増減額（△は増加） 4,007 2,531

仕入債務の増減額（△は減少） 4,271 498

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 68

その他 969 △777

小計 9,379 9,498

利息及び配当金の受取額 516 461

利息の支払額 △583 △644

雇用調整助成金の受取額 165 －

補助金の受取額 － 400

法人税等の支払額 △1,311 △2,721

法人税等の還付額 － 1,377

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,166 8,372

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 △1,347 △145

定期預金の払戻による収入 330 2,407

有形固定資産の取得による支出 △8,985 △5,965

有形固定資産の売却による収入 26 124

投資有価証券の取得による支出 △86 △108

短期投資による支出 － △5,730

短期投資による収入 － 2,153

その他 △6 △84

投資活動によるキャッシュ・フロー △10,067 △7,350

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） △657 △3,999

長期借入れによる収入 5,734 3,234

長期借入金の返済による支出 △454 △4,828

セール・アンド・リースバックによる収入 － 1,006

配当金の支払額 △534 △1

少数株主への配当金の支払額 △667 △1,693

その他 △16 △65

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,403 △6,346

現金及び現金同等物に係る換算差額 67 851

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,569 △4,473

現金及び現金同等物の期首残高 5,206 12,449

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,775 7,976
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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３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

(注) １．事業区分の方法 

製品の販売先の使用目的に応じて、自動車用部品・その他(ボート用部品・産業用機器・事務機器用部品・

製造機械設備等・自動車販売等)にセグメンテーションしています。 

２．各事業区分の主要製品 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
自動車用部品 
（百万円） 

その他  
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高           

(1) 外部顧客に対する売上高  142,055  8,158  150,213  －  150,213

(2) セグメント間の 

内部売上高又は振替高 
 －  －  － ( )－  －

計  142,055  8,158  150,213 ( )－  150,213

営業利益 (又は営業損失) (3,606)  426 (3,180) ( )－ (3,180)

事業区分  主要製品 

   四輪・二輪車用ショックアブソーバ、パワーステアリング、プロペラシャ

 自動車用部品  フト、ガススプリング、オートマチックトランスミッション部品、デファ

     レンシャルギヤ、その他四輪・二輪車用駆動系部品 

その他 

 ボート用部品   船外機用パワーチルトトリム、シリンダ、ポンプアンドモータ 

 産業用機器  各種油圧シリンダ 

 事務機器用部品  ガススプリング 

 製造機械設備等  製造機械設備         

 自動車販売等  自動車販売、部品販売・修理、保険代理 
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〔所在地別セグメント情報〕 

前第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日）  

(注) １．国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

   (1) 国又は地域の区分は、地理的近接度によっています。 

   (2) 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

  

〔海外売上高〕 

前第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日）  

(注) １．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す。 

   ２．国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

   (1) 国又は地域の区分は、地理的近接度によっています。 

   (2) 各区分に属する主な国又は地域 

  
日本 
  

(百万円) 

北米 
  

(百万円)

欧州 
  

(百万円)

東南 
アジア
(百万円)

南米 
  

(百万円)

その他 
の地域
(百万円)

計 
  

(百万円) 

消去又は
全社 

(百万円) 

連結 
  

(百万円)

売上高             

 (1)外部顧客に 

対する売上高  
 63,338  32,153  5,763  18,439  12,460  18,059  150,213  －  150,213

  (2)セグメント間の 

内部売上高又は 

振替高 

 18,728  202  66  191  －  2,426  21,614 (21,614)  －

計  82,066  32,356  5,829  18,630  12,460  20,486  171,828 (21,614)  150,213

営業利益 (又は営業損失) (3,793) (1,986) (733)  2,645 (667)  1,319 (3,216)  36 (3,180)

 北米 アメリカ、カナダ 

 欧州 スペイン、イギリス 

 東南アジア インドネシア、タイ 

 南米 ブラジル 

 その他の地域 中国、インド 

  北米 欧州 東南アジア 南米 
その他の 

地域 
計 

 Ⅰ海外売上高 (百万円)  32,644  7,474  19,178  12,302  19,993  91,593

 Ⅱ連結売上高 (百万円)            150,213

 Ⅲ連結売上高に占める 
 21.7  5.0  12.8  8.2  13.3  61.0

   海外売上高の割合 (％) 

 北米 アメリカ、カナダ 

 欧州 スペイン、イギリス 

 東南アジア インドネシア、タイ 

 南米 ブラジル 

 その他の地域 中国、その他アジア 
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〔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す。  

当社は、主に自動車用部品の製造・販売を行っており、国内及び海外の地域別に包括的な戦略を立案し、事

業活動を展開しています。 

したがって、当社は、製造・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」、

「北米」、「南米」、「アジア」及び「中国」の５つを報告セグメントとしています。各報告セグメントで

は、主に自動車用部品の製造・販売を行っています。  

なお、「日本」、「中国」以外の報告セグメントの内容は次のとおりです。 

 ・「北米」  : アメリカ、カナダ 

 ・「南米」  : ブラジル 

 ・「アジア」 : インドネシア、タイ、インド  

  

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３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日）       (単位：百万円)

（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、欧州を含んでいます。 

   ２. セグメント利益又は損失(△)の調整額は、セグメント間取引消去及びセグメント間未実現利益消去等です。

   ３. セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。  

   

（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）を適用しています。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  報告セグメント 
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 

  日本 北米 南米 アジア 中国 計 

売上高                     

外部顧客への 

売上高 

  

 71,181  40,541  16,070  30,814  15,285  173,893  5,687  179,581  －  179,581

セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

 25,228  459  －  297  2,692  28,679  488  29,167 (29,167)  －

計  96,410  41,001  16,070  31,111  17,978  202,573  6,176  208,749 (29,167)  179,581

セグメント利益

又は損失(△) 
 680  20  1,003  5,120  1,713  8,538  △391  8,147  △54  8,092

（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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