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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 24,720 25.6 1,925 ― 1,826 934.9 721 ―

22年3月期第3四半期 19,679 △26.6 △103 ― 176 △93.2 △256 ―

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 24.99 ―

22年3月期第3四半期 △8.88 ―

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 39,464 28,017 61.0 832.79
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3四半期  24,058百万円 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  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 32,800 18.2 2,550 590.0 2,500 227.7 800 ― 27.69



(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４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」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3Q 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3Q  90,565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3Q 28,888,434株 22年3月期3Q 28,888,839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３四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、為替の

変動やデフレの進行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、企業

の収益の改善や設備投資・個人消費の持ち直し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おりますが景気は緩やか

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、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、生産体制の合理化、海外事業展開の推進、

新技術・新商品の開発、企業の基礎体力強化を目的とする設備投資の実施など、諸施策を積

極的に展開してまいりました。 
当第３四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、

247 億 20 百万円（前年同期比 25.6％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や増産・増収により改善、海外事業では増産・増収により伸長

し、営業利益 19 億 25 百万円（前年同期は営業損失１億３百万円）、経常利益 18 億 26 百万

円（前年同期比 934.9%増）、四半期純利益７億 21 百万円（前年同期は四半期純損失２億 56
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、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。また、北米地域においても、為替換算額の影響はあった

ものの、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、164 億 70 百万円、セグメント利益（営業利益）は、

14 億 70 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、中国向け需要が

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、20 億 10 百万円、セグメント利益（営業利益）は、

１億１百万円となりました。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。 
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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、北米向け製品の好調などにより増

収となりました。 

この結果、当セグメントの売上高は、45 億 77 百万円、セグメント利益（営業利益）は、

１億 54 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、海外事業の好調や新規生産拠点の立ち上げにともなう海外生産

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、23 億 97 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３四半期連結会計期間末における総資産は、394 億 64 百万円となり、前連結会計年度

末と比較して３億 30 百万円の減少となりました。 

資産の部の流動資産は、166 億 84 百万円となり、前連結会計年度末と比較して９億 88 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 11 億 34 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、227 億 80 百万円となり、前連結会計年度末と比較して 13 億 19 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６億 20 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、75 億３百万円となり、前連結会計年度末と比較して３億 73 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 12 億 41 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、39 億 43 百万円となり、前連結会計年度末と比較して１億 89 百万円の減少と

なりました。この主な要因は長期借入金が２億 24 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、280 億 17 百万円となり、前連結会計年度末と比較して２億 32 百万円の

増加となりました。この主な要因は利益剰余金が３億 75 百万円増加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３四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38億

２百万円となり前連結会計年度末と比較して11億34百万円増加しました。 

営業活動により得られた資金は、前年同四半期に比べ１億83百万円減少し31億75百万円となり

ました。その主な要因は法人税等の支払額が２億80百万円増加したことによるものであります。 

投資活動により得られた資金は、前年同四半期に比べ20億37百万円増加し４億70百万円となり

ました。その主な要因は貸付金の回収による収入が10億27百万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18億65百万円増加し24億13百万円となり

ました。その主な要因は少数株主への配当金の支払額が５億４百万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22年10月27日に公表した平成23年３月期（平成22年４月１日～平成23年３月31日）の

通期連結業績予想を下記のとおり修正いたします。 

 

平成 23 年３月期通期連結業績予想数値の修正（平成 22 年４月１日～平成 23 年３月 31 日） 

 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） 

32,800 2,550 2,500 650 22.50 

今回発表予想（Ｂ） 32,800 2,550 2,500 800 27.69 

増減額（Ｂ－Ａ） ― ― ― 150 ― 

増減率（％） ― ― ― 23.1 ― 

（ご参考）前期実績 

（平成 22 年３月期） 
27,753 369 762 △189 △6.56 

 

 

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３四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棚卸資産の評価方法 

当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略して第２四半期

連結会計期間末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっておりま

す。 
 
③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。 
 
④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。 
 
⑤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。 
 
⑥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。 
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（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３四半期連結累計期間の営業利益及び経

常利益は7,749 千円、税金等調整前四半期純利益は51,728 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。 

  

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３四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。 
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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 3,802,931 2,668,228

受取手形及び売掛金 6,198,253 5,761,780

商品及び製品 1,435,477 1,407,431

仕掛品 1,254,801 1,133,561

原材料及び貯蔵品 1,758,874 1,831,183

繰延税金資産 538,963 520,242

その他 1,697,449 2,375,596

貸倒引当金 △2,402 △2,250

流動資産合計 16,684,348 15,695,774

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,586,150 5,752,949

機械装置及び運搬具（純額） 5,344,222 5,956,208

土地 1,446,944 1,779,189

建設仮勘定 1,077,933 380,222

その他（純額） 302,363 315,877

有形固定資産合計 13,757,614 14,184,447

無形固定資産   

のれん 1,082,011 1,387,441

その他 255,074 272,187

無形固定資産合計 1,337,086 1,659,628

投資その他の資産   

投資有価証券 7,208,905 7,829,377

出資金 940 940

長期貸付金 116,753 65,652

繰延税金資産 178,301 181,839

その他 180,649 177,413

投資その他の資産合計 7,685,549 8,255,223

固定資産合計 22,780,250 24,099,299

資産合計 39,464,599 39,795,073
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(単位：千円)

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,828,146 3,183,612

短期借入金 1,061,500 2,302,709

未払法人税等 261,665 155,738

繰延税金負債 385,848 349,570

賞与引当金 95,926 364,181

役員賞与引当金 － 29,550

その他 1,870,341 1,491,100

流動負債合計 7,503,428 7,876,464

固定負債   

長期未払金 21,100 27,100

長期借入金 227,500 451,500

繰延税金負債 820,544 926,908

退職給付引当金 2,801,281 2,712,971

その他 73,550 15,045

固定負債合計 3,943,976 4,133,525

負債合計 11,447,405 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 13,963,994 13,588,684

自己株式 △45,256 △45,188

株主資本合計 22,956,235 22,580,994

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,604,522 2,766,625

為替換算調整勘定 △1,502,732 △1,432,189

評価・換算差額等合計 1,101,790 1,334,435

少数株主持分 3,959,167 3,869,653

純資産合計 28,017,194 27,785,084

負債純資産合計 39,464,599 39,795,073
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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：千円)

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 19,679,833 24,720,996

売上原価 17,983,357 20,610,951

売上総利益 1,696,475 4,110,045

販売費及び一般管理費 1,800,045 2,184,420

営業利益又は営業損失（△） △103,569 1,925,625

営業外収益   

受取利息 19,257 15,329

受取配当金 153,872 140,768

持分法による投資利益 108,051 51,494

雑収入 57,063 49,938

営業外収益合計 338,245 257,531

営業外費用   

支払利息 41,587 27,860

為替差損 1,631 311,553

雑損失 14,962 17,202

営業外費用合計 58,182 356,617

経常利益 176,494 1,826,539

特別利益   

固定資産売却益 788 291,732

投資有価証券売却益 42,830 －

その他 － 1,600

特別利益合計 43,619 293,332

特別損失   

固定資産売却損 315 －

固定資産除却損 19,235 31,473

本社工場再整備費 － 31,851

ゴルフ会員権評価損 － 150

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 21,551 107,454

税金等調整前四半期純利益 198,562 2,012,417

法人税等 46,357 530,759

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,481,658

少数株主利益 408,634 759,686

四半期純利益又は四半期純損失（△） △256,429 721,971
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【第３四半期連結会計期間】 

(単位：千円)

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 7,031,059 8,156,443

売上原価 6,110,751 6,811,427

売上総利益 920,308 1,345,016

販売費及び一般管理費 584,614 748,628

営業利益 335,693 596,388

営業外収益   

受取利息 4,410 6,555

受取配当金 20,749 90,834

持分法による投資利益 38,124 16,724

為替差益 11,497 －

雑収入 33,094 12,196

営業外収益合計 107,876 126,311

営業外費用   

支払利息 9,869 7,479

為替差損 － 119,493

雑損失 5,404 5,274

営業外費用合計 15,274 132,246

経常利益 428,295 590,452

特別利益   

固定資産売却益 781 134,361

その他 － 900

特別利益合計 781 135,261

特別損失   

固定資産売却損 4 －

固定資産除却損 17,883 22,316

本社工場再整備費 － 16,297

ゴルフ会員権評価損 － 150

特別損失合計 17,888 38,763

税金等調整前四半期純利益 411,188 686,951

法人税等 104,328 187,046

少数株主損益調整前四半期純利益 － 499,904

少数株主利益 185,547 189,917

四半期純利益 121,312 309,987
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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 198,562 2,012,417

減価償却費 1,646,693 1,536,810

のれん償却額 204,325 261,928

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,409 304

退職給付引当金の増減額（△は減少） 48,651 90,981

受取利息及び受取配当金 △173,130 △156,098

支払利息 41,587 27,860

持分法による投資損益（△は益） △108,051 △51,494

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） 18,762 △260,258

売上債権の増減額（△は増加） △195,522 △501,043

たな卸資産の増減額（△は増加） 615,758 △113,349

仕入債務の増減額（△は減少） 984,637 689,362

未払消費税等の増減額（△は減少） 50,819 △98,222

その他 66,091 26,053

小計 3,357,765 3,465,251

利息及び配当金の受取額 179,299 157,486

利息の支払額 △39,796 △28,900

法人税等の支払額 △137,851 △418,165

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,359,417 3,175,671

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 △1,002,782 △909,365

有形及び無形固定資産の売却による収入 1,827 682,938

投資有価証券の取得による支出 △339,374 △6,157

投資有価証券の売却による収入 51,384 －

関係会社の整理による収入 － 369,449

貸付けによる支出 △6,956 △684,413

貸付金の回収による収入 2,571 1,030,371

その他 △273,530 △12,530

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,566,860 470,292

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 19,094,033 5,765,000

短期借入金の返済による支出 △18,980,000 △6,958,995

長期借入金の返済による支出 △259,500 △259,500

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △5,912 △7,606

自己株式の取得による支出 △158 △68

配当金の支払額 △277,898 △328,841

少数株主への配当金の支払額 △119,148 △623,726

その他 6 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △548,577 △2,413,738

現金及び現金同等物に係る換算差額 55,047 △97,522

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,299,026 1,134,702

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 2,736,421 3,802,931
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（４）継続企業の前提に関する注記 
   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） 
    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） 
 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 
16,212,896 3,466,937 19,679,833 ―― 19,679,833

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
―― 36,837 36,837 (36,837) ――

計 16,212,896 3,503,774 19,716,670 (36,837) 19,679,833
営業利益又は 
営業損失（△） 

217,869 △360,053 △142,183 38,614 △103,569

（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） 
 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 
13,799,262 3,359,703 2,520,867 19,679,833 ―― 19,679,833

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
159,010 158,875 ―― 317,886 (317,886) ――

計 13,958,273 3,518,578 2,520,867 19,997,720 (317,886) 19,679,833
営業利益又は 
営業損失（△） 

△973,781 769,192 24,318 △180,270 76,700 △103,569

 （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） 
 アジア ヨーロッパ 北米 連結 
Ⅰ 海外売上高（千円） 3,906,445 1,571,817 2,537,028 8,015,292
Ⅱ 連結売上高（千円）  19,679,833
Ⅲ 連結売上高に占める海

外売上高の割合（％） 
19.8 8.0 12.9 40.7

 
 （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。 
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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他、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：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 
16,467,860 2,010,270 4,577,969 23,056,101 1,664,895 24,720,996        － 24,720,996

セグメント間

の内部売上高

又は振替高 
   2,239        631        － 2,870 732,606 735,477 △735,477        － 

計 16,470,100 2,010,901 4,577,969 23,058,972 2,397,502 25,456,474 △735,477 24,720,996

セグメント利益  1,470,166 101,725 154,586  1,726,477 147,735 1,874,213 51,411 1,925,625
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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 51,411 千円は、セグメント間取引消去 144,352

千円、各報告セグメントに配分されない全社費用△92,940 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） 
    該当事項はありません。 

 
 
 

４．参考情報 
（１）所在地別セグメント 
   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） 

 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 
15,918,336 5,099,637 3,483,990 219,031 24,720,996 ― 24,720,996

(2)セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

796,491 147,071 105 2,239 945,907 (945,907) ―

計 16,714,828 5,246,709 3,484,095 221,271 25,666,904 (945,907) 24,720,996
営業利益又は 

営業損失（△） 
58,475 1,439,329 516,782 △123,945 1,890,642 34,982 1,925,625

 （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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