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1.  平成23年3月期の連結業績（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期 179,417 7.7 11,496 67.6 11,135 68.5 6,106 55.7
22年3月期 166,567 △18.8 6,857 88.7 6,608 136.2 3,921 ―

（注）包括利益 23年3月期 5,257百万円 （△2.4％） 22年3月期 5,384百万円 （―％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

23年3月期 412.07 ― 15.8 11.9 6.4
22年3月期 264.63 ― 11.2 7.1 4.1

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  ―百万円 22年3月期  ―百万円

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 92,351 47,561 43.7 2,724.52
22年3月期 95,115 43,667 38.9 2,497.80

（参考） 自己資本   23年3月期  40,374百万円 22年3月期  37,014百万円

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 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

23年3月期 15,755 △5,728 △6,307 12,623
22年3月期 13,518 △4,279 △6,331 9,514

2.  配当の状況 

（注）平成24年３月期の配当予想につきましては、現時点での業績予想が困難なことから、未定とさせていただきます。なお、当該配当予想は、開示が可能
となった時点で速やかに開示いたします。 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

22年3月期 ― 11.00 ― 19.00 30.00 444 11.3 1.3
23年3月期 ― 15.00 ― 20.00 35.00 518 8.5 1.3
24年3月期(予想) ― ― ― ― ― ―

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
 平成23年３月11日に発生した東日本大震災の影響により、本決算短信発表時点で平成24年３月期の業績予想を開示することは困難であります。当該業
績予想は、開示が可能となった時点で速やかにお知らせいたします。 



4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 有  

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名） 、 除外 1社 （社名）
ユタカ・オートパーツ・プーネ・プライベ
ート・リミテッド

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 14,820,000 株 22年3月期 14,820,000 株
② 期末自己株式数 23年3月期 1,159 株 22年3月期 1,096 株
③ 期中平均株式数 23年3月期 14,818,846 株 22年3月期 14,818,904 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成23年3月期の個別業績（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期 91,285 11.2 1,755 288.8 3,879 98.2 2,356 27.5
22年3月期 82,072 △14.3 451 ― 1,957 ― 1,848 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

23年3月期 159.04 ―
22年3月期 124.73 ―

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 47,950 25,085 52.3 1,692.83
22年3月期 50,961 23,232 45.6 1,567.79

（参考） 自己資本 23年3月期  25,085百万円 22年3月期  23,232百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続
は終了していません。 



  

  

○添付資料の目次

１．経営成績 …………………………………………………………………………………………………………………  2
（１）経営成績に関する分析 ……………………………………………………………………………………………  2
（２）財政状態に関する分析 ……………………………………………………………………………………………  3
（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 ……………………………………………………………  3
（４）事業等のリスク ……………………………………………………………………………………………………  4

２．企業集団の状況 …………………………………………………………………………………………………………  5
３．経営方針 …………………………………………………………………………………………………………………  7
（１）会社の経営の基本方針 ……………………………………………………………………………………………  7
（２）目標とする経営指標 ………………………………………………………………………………………………  7
（３）中長期的な会社の経営戦略 ………………………………………………………………………………………  7
（４）会社の対処すべき課題 ……………………………………………………………………………………………  7

４．連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………………  8
（１）連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………………  8
（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 ………………………………………………………………………  10

連結損益計算書 ……………………………………………………………………………………………………  10
連結包括利益計算書 ………………………………………………………………………………………………  12

（３）連結株主資本等変動計算書 ………………………………………………………………………………………  13
（４）連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………………………………  15
（５）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  17
（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ……………………………………………………………  17
（７）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 ……………………………………………………  21
（８）表示方法の変更 ……………………………………………………………………………………………………  22
（９）追加情報 ……………………………………………………………………………………………………………  22
（10）連結財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………………………………  23

（連結貸借対照表関係） ……………………………………………………………………………………………  23
（連結損益計算書関係） ……………………………………………………………………………………………  24
（連結包括利益計算書関係） ………………………………………………………………………………………  25
（連結株主資本等変動計算書関係） ………………………………………………………………………………  25
（連結キャッシュ・フロー計算書関係） …………………………………………………………………………  26
（セグメント情報等） ………………………………………………………………………………………………  27
（１株当たり情報） …………………………………………………………………………………………………  31
（重要な後発事象） …………………………………………………………………………………………………  31

５．個別財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………………  32
（１）貸借対照表 …………………………………………………………………………………………………………  32
（２）損益計算書 …………………………………………………………………………………………………………  35
（３）株主資本等変動計算書 ……………………………………………………………………………………………  37
（４）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  39

６．その他 ……………………………………………………………………………………………………………………  39
（１）役員の異動 …………………………………………………………………………………………………………  39

－1－

㈱ユタカ技研　（7229）　平成23年３月期　決算短信



(1)経営成績に関する分析 

（当期の経営成績） 

当連結会計年度におけるわが国の経済は、新興国での需要の増加や政府による経済政策の効果等もあり、立ち直り

の兆しがあったものの、経済政策終了後の国内需要は、再び縮小の傾向となっておりました。また、平成23年３月11

日に発生した東日本大震災の及ぼす影響は計りしれず、企業を取り巻く環境は、非常に厳しい状況となっておりま

す。 

当社における震災被害状況は、栃木開発センターにおいて建物及び研究開発設備の一部に被害が生じておりました

が、当連結会計年度末には復旧が一部完了し研究開発活動を再開できる状況となりました。 

このような環境のなか、当社グループにおいては、震災により被害を受けた有形固定資産の修繕や震災以降国内四

輪自動車部品の生産を４月10日まで休止したこと、更に、円高による影響等があったものの、前連結会計年度に対し

ては、全ての地域において顧客からの受注状況が改善され増収となり、その増収効果に加え、前連結会計年度に実施

した費用削減施策の寄与、生産体質強化施策の継続の効果もあり、当連結会計年度の売上高は、1,794億１千７百万

円（前年同期比7.7％増）、営業利益114億９千６百万円（前年同期比67.6％増）、経常利益111億３千５百万円（前

年同期比68.5％増）、当期純利益61億６百万円（前年同期比55.7％増）となりました。なお、震災影響として災害損

失引当金繰入額を含む５億４千万円の特別損失を計上しております。 

  

セグメントの業績を示すと次のとおりであります。 

（日本） 

震災影響が年度末付近にあったものの、年度前半の政府による経済政策の効果もあり、通期としては受注状況が大

幅に改善され、売上高923億７千万円（前年同期比9.9％増）、営業利益30億７千２百万円（前年同期比92.7％増）と

なりました。 

（北米） 

他のセグメントに比べ受注改善率は低いものの、売上高506億７千３百万円（前年同期比1.2％増）、営業利益４億

３千１百万円（前年同期比197.1％増）となりました。 

（アジア） 

受注状況が大幅に改善され、売上高198億９千万円（前年同期比21.4％増）、営業利益30億７千１百万円（前年同

期比57.3％増）となりました。 

（中国） 

引き続きホンダ四輪車の好調な販売により、売上高267億５百万円（前年同期比8.5％増）、営業利益39億１千万円

（前年同期比33.2％増）となりました。 

（その他） 

前連結会計年度は、イギリスにおいて、在庫調整のための生産休止期間がありましたが、当連結会計年度は、正常

な生産活動に戻り受注状況も改善されたこと等により、売上高91億１百万円（前年同期比24.3％増）、営業利益８億

４千８百万円（前年同期比432.3％増）となりました。 

（注）上記に記載しているセグメント別の売上高は、外部顧客に対する売上高とセグメント間の内部売上高又は振

替高の合計であります。  

（次期の見通し） 

 次期の見通しにつきましては、平成23年３月11日に発生した東日本大震災の影響により、厳しい経営環境が続くも

のと予想されますが、当社といたしましては、新しい中期三ヵ年計画に基づいた経営施策の遂行に加え、更なる収益

改善施策を推進してまいります。 

 次期の業績予想につきましては、現時点では受注の見通しが不透明であり、合理的な算定が困難であるため未定と

させていただきます。なお、当該業績予想は、開示が可能なった時点で速やかに開示いたします。  

１．経営成績
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(2)財政状態に関する分析 

（資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況に関する分析）  

 当連結会計年度末における総資産は、たな卸資産の増加等がありましたが、減価償却及び為替変動に伴う有形固定

資産の減少等により前連結会計年度末に比べ27億６千３百万円減少し、923億５千１百万円となりました。また、負

債につきましては、短期借入金、長期借入金の減少等により、前連結会計年度末に比べ66億５千７百万円減少し、

447億９千万円となりました。純資産は、為替変動に伴う為替換算調整勘定の借方残高の増加がありましたが、利益

剰余金の増加等により、前連結会計年度末に比べ38億９千４百万円増加し、475億６千１百万円となりました。 

 当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、法人税等の支払額、有形

固定資産の取得による支出、長期借入金の返済による支出等及び連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少がありま

したが、税金等調整前当期純利益や減価償却費等により、前連結会計年度末に比べ31億８百万円増加し、当連結会計

年度末には126億２千３百万円となりました。 

 当連結会計年度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あります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果、得られた資金は157億５千５百万円（前連結会計年度比16.5％増）となりました。これは棚卸

資産の増加及び法人税等の支払額等による支出がありましたが、税金等調整前当期純利益及び減価償却費、売上債

権の減少等による収入が上回ったことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果、支出した資金は57億２千８百万円（前連結会計年度比33.9％増）となりました。これは主に新

機種投資に伴う有形固定資産の取得による支出によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果、支出した資金は63億７百万円（前連結会計年度比0.4％減）となりました。これは主に短期借

入金や長期借入金の返済及び配当金の支払に伴う支出によるものであります。 

（キャッシュ・フロー関連指標の推移） 

 （注）１．各指標は、次の算式によっております。 

      自己資本比率：自己資本／総資本 

      時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

      キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

      インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

    ２．各指標は、いずれも連結ベースの財務諸表により計算しています。 

    ３．株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

    ４．営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使

用しております。また、有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払ってい

る全ての負債を対象としております。 

  

(3)利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 株主の皆様への利益還元を経営の重要課題の一つとして認識し、企業体質の一層の強化及び今後の事業展開に備え

るための内部留保の充実などを勘案し、安定的な配当の継続を業績に応じて行うことを基本方針としております。 

 当期の期末配当につきましては、当期の連結業績が当初計画を上回ったことから、平成23年１月28日に公表いたし

ました期末配当予想に対し、１株当たり20円（15円から５円の増配）とすることを取締役会で決議いたしました。第

２四半期末配当金を含めた当期の１株当たりの配当金は35円となる予定であります。 

 次期の配当につきましては、現時点での業績予想が困難なことから、未定とさせていただきます。なお、当該配当

予想は、開示が可能となった時点で速やかに開示いたします。 

 内部留保資金につきましては、企業体質の強化に向けた取組みに充当するとともに業績の向上に努め、財務体質の

強化を図ってまいる所存であります。 

  

  
平成19年 
３月期 

平成20年 
３月期 

平成21年 
３月期 

平成22年 
３月期 

平成23年 
３月期 

自己資本比率（％）  38.5  35.0  36.4  38.9  43.7

時価ベースの自己資本比率（％）  52.9  30.3  10.7  37.4  33.9

キャッシュ・フロー対有利子負債比率

（年） 
 1.8  2.3  4.1  1.7  1.0

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  54.8  20.8  11.7  23.9  37.1
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(4)事業等のリスク 

① 市場環境の変化 

 当社グループは、日本、北米、欧州及びアジアを含む世界各国で事業を展開しておりますので、これら市場の経

済低迷が当社グループの業績に悪影響を与える可能性があります。更には、当社グループの売上は90％以上が本田

技研工業株式会社グループに依存していますので、その販売状況の変化が当社グループの業績に大きく影響する可

能性があります。 

② 為替変動 

 当社グループは、複数の国々にある海外拠点間で四輪車、二輪車他の部品を輸出入しています。為替レートの変

動は、当社グループの経営成績及び財政状態、また、競争力にも影響し、長期的に当社グループの業績に影響しま

す。さらに、為替変動は、外貨建で当社グループが販売する部品または製品の価格設定および購入する原材料の価

格に影響します。特に日本からの売上は、米ドルに対して円高になると当社グループの業績に悪影響を与える可能

性があります。 

③ 二輪車及び四輪車業界に係る環境並びにその他の規制 

 排気ガス排出レベル、燃費、騒音、安全性及び製造工場からの汚染物質排出レベルに関して、二輪車および四輪

車業界は、広範に規制されています。これらの規制は、改正される可能性があり、多くの場合、規制は強化され、

当社グループはこれに対して製品開発の対応が必要となります。これらの規制の動向は、当社グループの事業活動

に対して大きな影響を及ぼす可能性があります。 

④ 品質に関する影響 

 当社グループは、 先端技術を用いた新製品を早期に市場に投入するとともに、品質保証体制の確立及び品質向

上に努めています。しかしながら、製造工程等で生じた品質不具合の発生は、当社グループの業績に影響を及ぼす

可能性があります。 

⑤ 知的財産の保護 

 当社グループは、長年にわたり、自社が製造する製品に関連する多数の特許を保有、もしくはその権利を取得し

ています。これらの特許は、当社グループのこれまでの事業の成長にとって重要だったものであり、その重要性は

今後も変わりません。当社グループは、単一の特許または関連する複数の特許に依存しているとは考えていません

が、このような知的財産が広範囲にわたって保護出来ないこと、あるいは広範囲にわたり当社グループの知的財産

権が違法に侵害されることによって当社グループの事業活動に影響を及ぼす可能性があります。 

⑥ 特定の原材料および部品の外部事業者への依存 

 当社グループは、多数の外部の取引先から原材料及び部品を購入していますが、一部の取引先に依存しているも

のもあります。効率的に、かつ安いコストで供給を受け続けられるかどうかは、当社グループがコントロール出来

ないものも含めて、多くの要因に影響を受けます。とりわけ、主要な取引先を失うことは、当社グループの生産に

影響を与え、コストを増加させる可能性があります。 

⑦ 世界各国での事業展開 

 当社グループは、世界各国において事業を展開しており、いくつかの国においては、各国の法律上及びその他の

要件により合弁で事業を行っています。これらの世界各国における事業は、各国の法律上の規制などさまざまな要

件に従って行っており、これらに変化があった場合は当社グループの事業、財政状態及び経営成績に悪影響を与え

る可能性があります。また、合弁先の経営方針、経営環境などの変化があった場合も、同様の影響を受ける可能性

があります。 

⑧ 災害・戦争・テロ・ストライキ等の影響 

 当社グループは、世界各国において事業を展開しており、それらの事業は自然災害、疾病、戦争、テロ、ストラ

イキ等に影響されやすく、これらの事象が発生した地域においては、原材料や部品の購入、生産及び物流などに遅

延や停止が生じる可能性があります。これらの遅延や停止が起こり、それが長引くようであれば、当社グループの

事業、財政状態及び経営成績に悪影響を与える可能性があります。 
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２．企業集団の状況
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（注）※１．連結子会社（17社） 

※２．ユタカ・マニュファクチャリング（フィリピンズ）インコーポレーテッドの土地保有会社 

※３．ユーワイエス・リミテッドの持株会社 

 ４．上記系統図中に記載の「四輪」、「二輪」、「汎用」及び「その他」は、次のとおり事業の種類別セグメン

トを示しております。 

   四輪＝自動車部品四輪         二輪＝自動車部品二輪 

     汎用＝汎用製品組立及び汎用部品    その他＝その他 

 ５．ユタカ・オートパーツ・プーネ・プライベート・リミテッドの当社が保有する株式全部を平成23年１月24日

にFaurecia Emission Control Technologies India Private Limitedへ売却したため、当連結会計年度末に

おいては、当社の連結範囲から除外しております。  
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(1)会社の経営の基本方針 

 当社グループ（当社及び当社の連結子会社）は、基本理念の「人間尊重」に基づき、「わたしたちは、世界的な視

野に立ち、豊かな創造力で、常にお客様に満足して頂ける魅力ある商品を供給することに全力を尽くす」という社是

を実践することにより、社会に貢献してまいります。 

(2)目標とする経営指標 

 当社グループは、売上の拡大と適正な利益を確保すべく事業を行っておりますので、売上高利益率をその重要な経

営指標と位置付けております。 

(3)中長期的な会社の経営戦略 

当社グループは、平成23年４月よりスタートした第11次中期事業計画（平成26年３月期迄）において、「常に新

しい価値を創造し、独創的な製品を供給し続ける企業」「環境負荷を積極的に削減し、世界各地でお客様に貢献する

企業」を目指して、現在までに培ったグローバルな事業基盤を 大限に活かしながら、「チャレンジ 挑戦 ～次世

代に向けて～」をスローガンとし、環境変化を的確につかみスピーディーな事業展開を進めてまいります。  

(4)会社の対処すべき課題 

社会環境、業界動向など、当社を取り巻く環境は様々な分野、あらゆる地域で、急速に変化を続けています。自

動車部品業界においても、製品の競争がより厳しくなることに加え、資源やエネルギーなどの事業運営にかかる環境

も厳しさを増すことが予想されます。 

第11次中期事業計画での経営課題は、このような環境変化の中でいかに安定した事業運営を行うかであり、当社

グループは、これまでの事業運営を進化させ、「主幹製品の体質強化」「新製品事業の具現化」「グローバルマネー

ジメントの強化」に取り組むことにより、次世代への歩みを確かなものとしてまいります。 

また、東日本大震災による被害からの早期回復に努め、更なる収益改善を図ると共に、今後の万一の震災による

被害を 小限に抑えるべく、リスク分散等を進めてまいります。 

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
(1) 連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 11,187 14,555

受取手形及び売掛金 22,278 18,457

有価証券 － 20

製品 2,489 3,326

仕掛品 1,872 2,502

原材料及び貯蔵品 8,832 9,073

繰延税金資産 832 662

その他 2,169 2,372

流動資産合計 49,661 50,970

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 23,246 22,474

減価償却累計額 △10,260 △10,775

建物及び構築物（純額） 12,986 11,699

機械装置及び運搬具 65,301 62,835

減価償却累計額 △45,516 △46,909

機械装置及び運搬具（純額） 19,785 15,926

工具、器具及び備品 18,966 18,725

減価償却累計額 △17,513 △17,712

工具、器具及び備品（純額） 1,453 1,013

土地 6,821 6,750

リース資産 102 179

減価償却累計額 △31 △64

リース資産（純額） 70 115

建設仮勘定 1,079 1,487

有形固定資産合計 42,197 36,992

無形固定資産 423 423

投資その他の資産   

投資有価証券 101 253

長期貸付金 16 22

長期前払費用 613 531

繰延税金資産 211 220

その他 1,916 2,962

貸倒引当金 △25 △25

投資その他の資産合計 2,833 3,964

固定資産合計 45,453 41,380

資産合計 95,115 92,351
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 20,866 19,952

短期借入金 9,041 8,316

リース債務 31 50

未払法人税等 1,412 850

賞与引当金 1,243 1,453

役員賞与引当金 － 3

製品保証引当金 40 －

災害損失引当金 － 179

その他 3,474 3,905

流動負債合計 36,110 34,713

固定負債   

長期借入金 13,395 7,986

リース債務 55 100

繰延税金負債 424 488

退職給付引当金 893 989

役員退職慰労引当金 228 282

負ののれん 326 217

その他 13 11

固定負債合計 15,337 10,076

負債合計 51,448 44,790

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,754 1,754

資本剰余金 565 565

利益剰余金 40,176 45,779

自己株式 △1 △1

株主資本合計 42,495 48,098

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △2 △5

為替換算調整勘定 △5,478 △7,718

その他の包括利益累計額合計 △5,481 △7,724

少数株主持分 6,652 7,187

純資産合計 43,667 47,561

負債純資産合計 95,115 92,351
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：百万円）

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) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

売上高 166,567 179,417

売上原価 148,305 155,815

売上総利益 18,261 23,602

販売費及び一般管理費 11,403 12,105

営業利益 6,857 11,496

営業外収益   

受取利息 60 150

負ののれん償却額 108 108

保険返戻金 49 －

受取賃貸料 6 －

スクラップ売却益 － 58

その他 198 161

営業外収益合計 424 479

営業外費用   

支払利息 560 417

為替差損 29 322

その他 83 99

営業外費用合計 674 840

経常利益 6,608 11,135

特別利益   

固定資産売却益 36 67

国庫補助金 49 49

負ののれん発生益 － 106

製品保証引当金戻入額 － 24

特別利益合計 86 247

特別損失   

固定資産廃棄損 77 163

固定資産売却損 0 14

固定資産圧縮損 49 49

関係会社株式売却損 － 203

投資有価証券評価損 － 0

投資有価証券売却損 － 3

減損損失 － 29

災害損失 － 360

災害損失引当金繰入額 － 179

特別退職金 62 16

特別損失合計 191 1,021

税金等調整前当期純利益 6,503 10,361

法人税、住民税及び事業税 1,596 2,356

法人税等調整額 △73 254

－10－

㈱ユタカ技研　（7229）　平成23年３月期　決算短信



（単位：百万円）

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) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

法人税等合計 1,522 2,611

少数株主損益調整前当期純利益 － 7,750

少数株主利益 1,059 1,644

当期純利益 3,921 6,106
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（連結包括利益計算書） 

（単位：百万円）

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) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 － 7,750

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － △6

為替換算調整勘定 － △2,486

その他の包括利益合計 － △2,492

包括利益 － 5,257

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － 3,863

少数株主に係る包括利益 － 1,394
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(3) 連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

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) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,754 1,754

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,754 1,754

資本剰余金   

前期末残高 565 565

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 565 565

利益剰余金   

前期末残高 36,581 40,176

当期変動額   

剰余金の配当 △326 △503

当期純利益 3,921 6,106

当期変動額合計 3,595 5,602

当期末残高 40,176 45,779

自己株式   

前期末残高 △1 △1

当期変動額   

自己株式の取得 － △0

当期変動額合計 － △0

当期末残高 △1 △1

株主資本合計   

前期末残高 38,900 42,495

当期変動額   

剰余金の配当 △326 △503

当期純利益 3,921 6,106

自己株式の取得 － △0

当期変動額合計 3,595 5,602

当期末残高 42,495 48,098
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（単位：百万円）

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) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △3 △2

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 0 △3

当期変動額合計 0 △3

当期末残高 △2 △5

為替換算調整勘定   

前期末残高 △5,784 △5,478

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 305 △2,239

当期変動額合計 305 △2,239

当期末残高 △5,478 △7,718

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 △5,787 △5,481

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 306 △2,242

当期変動額合計 306 △2,242

当期末残高 △5,481 △7,724

少数株主持分   

前期末残高 6,005 6,652

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 647 534

当期変動額合計 647 534

当期末残高 6,652 7,187

純資産合計   

前期末残高 39,117 43,667

当期変動額   

剰余金の配当 △326 △503

当期純利益 3,921 6,106

自己株式の取得 － △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 954 △1,708

当期変動額合計 4,549 3,894

当期末残高 43,667 47,561
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(4) 連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 6,503 10,361

減価償却費 8,334 7,140

負ののれん償却額 △108 △108

賞与引当金の増減額（△は減少） 22 219

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △18 3

製品保証引当金の増減額（△は減少） △42 △40

災害損失引当金の増減額（△は減少） － 179

退職給付引当金の増減額（△は減少） △19 101

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △64 53

受取利息及び受取配当金 △61 △151

支払利息 560 417

保険返戻金 △49 －

固定資産売却損益（△は益） △35 △52

国庫補助金等収入 △49 △49

負ののれん発生益 － △106

固定資産廃棄損 77 163

固定資産圧縮損 49 49

関係会社株式売却損益（△は益） － 203

投資有価証券評価損益（△は益） － 0

投資有価証券売却損益（△は益） － 3

減損損失 － 29

災害損失 － 360

特別退職金 62 16

売上債権の増減額（△は増加） △8,189 2,172

たな卸資産の増減額（△は増加） 939 △2,755

仕入債務の増減額（△は減少） 7,285 751

その他 △659 △683

小計 14,537 18,280

利息及び配当金の受取額 61 151

利息の支払額 △566 △424

特別退職金の支払額 △215 △47

保険金積立金の返戻による受取額 49 －

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △347 △2,214

その他の収入 － 10

営業活動によるキャッシュ・フロー 13,518 15,755
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（単位：百万円）

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) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31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 △2,304 △3,305

定期預金の払戻による収入 1,374 2,055

有価証券の償還による収入 100 －

有形固定資産の取得による支出 △3,722 △4,815

有形固定資産の売却による収入 375 605

無形固定資産の取得による支出 △163 △64

投資有価証券の取得による支出 － △199

投資有価証券の売却による収入 － 3

投資有価証券の償還による収入 － 10

国庫補助金等による収入 49 49

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

－ 26

子会社株式の取得による支出 － △85

貸付けによる支出 △1 △7

貸付金の回収による収入 12 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,279 △5,728

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） △5,940 △756

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △22 △39

長期借入れによる収入 4,357 11

長期借入金の返済による支出 △4,092 △4,370

配当金の支払額 △326 △503

少数株主への配当金の支払額 △308 △647

自己株式の取得による支出 － △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,331 △6,307

現金及び現金同等物に係る換算差額 51 △610

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,958 3,108

現金及び現金同等物の期首残高 6,555 9,514

現金及び現金同等物の期末残高 9,514 12,623
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 該当事項はありません。  

  

  

(5）継続企業の前提に関する注記

(6）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 
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） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1)連結子会社の数  18社 

連結子会社名は、「２．企業集団の状

況」に記載しております。 

(1)連結子会社の数  17社 

同左 

  

  

 ユタカ・オートパーツ・プーネ・プライ

ベート・リミテッドについては、保有株式

を売却したことにより、連結子会社から除

外しております。 

２．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社のうち、ピー・ティー・ユタ

カ・マニファクチャリング・インドネシ

ア、重慶金豊機械有限公司、ユタカ・ド・

ブラジル・リミターダ、ワイエス・テック

（タイランド）カンパニー・リミテッド、

佛山市豊富汽配有限公司、佛山優達佳汽配

有限公司及び武漢金豊汽配有限公司の決算

日は、12月31日であります。 

 連結財務諸表の作成に当たっては、同決

算日現在の財務諸表を使用しております

が、連結決算日との間に発生した重要な取

引については、連結上必要な調整を行って

おります。 

同左 

３．会計処理基準に関する事

項 

    

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 

(イ）有価証券 

その他有価証券 

(イ）有価証券 

その他有価証券 

  時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により

算定）によっております。 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

 移動平均法による原価法によってお

ります。 

時価のないもの 

同左 

  (ロ）たな卸資産 

通常の販売目的で保有するたな卸資産

 主として、総平均法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法により算定）に

よっております。ただし、在外連結子

会社については、主として先入先出法

による低価法によっております。 

(ロ）たな卸資産 

同左 
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項目 
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） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

(イ）有形固定資産（リース資産を除く） 

 当社及び国内連結子会社は定率法、在

外連結子会社は所在地国の会計基準に基

づく定率法又は定額法によっておりま

す。 

(イ）有形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  (ロ）無形固定資産（リース資産を除く） 

 定額法によっております。 

 なお、ソフトウエア（自社利用分）に

ついては、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法によっておりま

す。 

(ロ）無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  (ハ）リース資産 

所有権移転外ファイナンスリース取引

に係るリース資産  

 リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法を採用しておりま

す。 

 なお、所有権移転外ファイナンス・

リース取引のうち、リース取引開始日

が平成20年３月31日以前のリース取引

については、通常の賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理によっておりま

す。 

(ハ）リース資産 

同左 

(3）重要な引当金の計上基

準 

(イ）貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しております。 

(イ）貸倒引当金 

同左 

  (ロ）賞与引当金 

 当社及び国内連結子会社は、従業員に

対して支給する賞与に備えるため、翌連

結会計年度支払予定額のうち、当連結会

計年度に属する支給対象期間に見合う金

額を計上しております。 

(ロ）賞与引当金 

同左 

  (ハ）役員賞与引当金 

役員賞与の支出に備えるため、当連結

会計年度における支給見込額に基づき計

上しております。 

(ハ）役員賞与引当金 

同左 
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項目 
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） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

  (ニ）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき、当連結会計

年度末において発生していると認められ

る額を計上しております。 

 なお、会計基準変更時差異について

は、15年による按分額を費用処理してお

ります。 

 過去勤務債務については、その発生時

の従業員の平均残存勤務年数による按分

額を費用処理しております。 

 数理計算上の差異については、各連結

会計年度の発生時における従業員の平均

残存勤務年数による按分額をそれぞれ発

生の翌連結会計年度から費用処理してお

ります。 

(ニ）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき、当連結会計

年度末において発生していると認められ

る額を計上しております。 

 なお、会計基準変更時差異について

は、15年による按分額を費用処理してお

ります。 

 過去勤務債務については、その発生時

の従業員の平均残存勤務年数による按分

額を費用処理しております。 

 数理計算上の差異については、各連結

会計年度の発生時における従業員の平均

残存勤務年数による按分額をそれぞれ発

生の翌連結会計年度から費用処理してお

ります。 

  

  （会計方針の変更） 

 当連結会計年度より、「退職給付に

係る会計基準」の一部改正（その３）

（企業会計基準第１９号 平成２０年

７月３１日）を適用しております。 

 なお、本会計基準の適用による営業

利益、経常利益及び税金等調整前当期

純利益に与える影響はありません。 

 また、当連結会計年度末において退

職給付債務の差額は発生しておりませ

ん。 

  

  (ホ）役員退職慰労引当金 

 役員に対する退職慰労金の支払に備え

るため、内規に基づく当連結会計年度末

要支給額を計上しております。 

(ホ）役員退職慰労引当金 

同左 

  (ヘ）製品保証引当金 

 販売した製品に係るクレーム費用の発

生に備えるため、当該費用の発生額を個

別に見積もって計上しております。 

(ヘ）製品保証引当金 

同左 

  ────── (ト）災害損失引当金 

 平成23年３月11日に発生した東日本大

震災に伴う原状回復費用等の支出に備え

るため、その見積り額を計上しておりま

す。 

  

(4）のれん及び負ののれん

の償却に関する事項 

──────  ５年間の定額法により償却を行っており

ます。ただし、金額が僅少な場合は、発生

した連結会計年度の損益として処理するこ

ととしております。 

 なお、平成20年改正「企業結合に関する

会計基準」等の適用前に実施された企業結

合等に係る負ののれんについては、５年間

の定額法により償却を行っております。 
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項目 
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） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

(5）連結キャッシュ・フロ

ー計算書における資金の

範囲 

──────  手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負わない取得日か

ら３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投

資からなっております。 

  

(6）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項 

 消費税等の会計処理は、税抜方式によっ

ております。 

同左 

４．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 全面時価評価法によっております。 ────── 

５．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

 のれん及び負ののれんの償却について

は、５年で均等償却することとしておりま

す。ただし、金額が僅少な場合は、発生し

た連結会計年度の損益として処理しており

ます。 

────── 

６．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲

 手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負わない取得日か

ら３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投

資からなっております。 

────── 
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(7）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

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） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

────── （資産除去債務に関する会計基準の適用） 

 当連結会計年度より、「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。 

 これによる、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期

純利益に与える影響はありません。 

  

（企業結合に関する会計基準等の適用） 

 当連結会計年度より、「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。 
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(8）表示方法の変更

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） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

────── （連結損益計算書関係) 

 当連結会計年度より、「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

き、「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）を適用し、「少数株主損益調整前当期純利

益」の科目で表示しております。 

 前連結会計年度まで区分掲記しておりました「保険返戻

金」（当連結会計年度は10百万円）は、営業外収益の総額

の100分の10以下となったため、営業外収益の「その他」

に含めて表示することにしました。 

 前連結会計年度まで区分掲記しておりました「受取賃貸

料」（当連結会計年度は８百万円）は、営業外収益の総額

の100分の10以下となったため、営業外収益の「その他」

に含めて表示することにしました。 

 前連結会計年度まで営業外収益の「その他」に含めて表

示しておりました「スクラップ売却益」は、当連結会計年

度において、営業外収益の総額の100分の10を超えたため

区分掲記しました。 

 なお、前連結会計年度の「スクラップ売却益」は32百万

円であります。 

（連結キャッシュ・フロー計算書) 

 営業活動によるキャッシュ・フローの「のれん償却額」

は、当連結会計年度において、金額的重要性が乏しくなっ

たため「その他」に含めております。 

 なお、当連結会計年度の「その他」に含まれている「の

れん償却額」は39百万円であります。  

（連結キャッシュ・フロー計算書) 

 営業活動によるキャッシュ・フローの「保険返戻金」

は、当連結会計年度において、金額的重要性が乏しくなっ

たため「その他」に含めております。 

 なお、当連結会計年度の「その他」に含まれている「保

険返戻金」は△10百万円であります。 

 営業活動によるキャッシュ・フローの「保険金積立金の

返戻による受取額」は、当連結会計年度において、金額的

重要性が乏しくなったため「その他の収入」に含めており

ます。 

 なお、当連結会計年度の「その他の収入」に含まれてい

る「保険金積立金の返戻による受取額」は10百万円であり

ます。 

(9）追加情報

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） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

──────  当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第25号 平成22年６月30日）を適用し

ております。ただし、「その他の包括利益累計額」及び

「その他の包括利益累計額合計」の前連結会計年度の金額

は、「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額等合計」

の金額を記載しております。 
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(10）連結財務諸表に関する注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成23年３月31日） 

※１．有形固定資産の取得価額から直接控除した国庫補助

金等による圧縮記帳額 

  

土地 148百万円 

※１．有形固定資産の取得価額から直接控除した国庫補助

金等による圧縮記帳額 

  

土地 198百万円 

 ２．偶発債務  ２．偶発債務 

(1）保証債務 (1）保証債務 

被保証者 保証金額 
（百万円） 被保証債務の内容

従業員  60

「ホンダ住宅共済
会」会員である当社
の従業員の銀行借入
について本田技研工
業株式会社の保証に
基づく求償権の履行
に対する債務 

計  60 －

被保証者
保証金額 

（百万円） 被保証債務の内容

従業員  56

「ホンダ住宅共済
会」会員である当社
の従業員の銀行借入
について本田技研工
業株式会社の保証に
基づく求償権の履行
に対する債務 

計  56 － 

※３．担保に供している資産 

   カーディントン・ユタカ・テクノロジーズ・インコ

ーポレーテッドの米国オハイオ州の研究開発促進融資

制度を利用した借入金（短期借入金 百万円、長期借

入金 百万円）に対して同社の売掛金（ 百万

円）を譲渡担保に供しております。 

14

92 5,015

※３．担保に供している資産 

   カーディントン・ユタカ・テクノロジーズ・インコ

ーポレーテッドの米国オハイオ州の研究開発促進融資

制度を利用した借入金（短期借入金 百万円、長期借

入金 百万円）に対して同社の売掛金（ 百万

円）を譲渡担保に供しております。 

13

68 3,720
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（連結損益計算書関係）

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） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費用及び金額は

次のとおりであります。 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費用及び金額は

次のとおりであります。 

運送費 1,900百万円 

研究開発費 2,201百万円 

従業員給与賞与手当 2,825百万円 

賞与引当金繰入額 176百万円 

退職給付費用 201百万円 

役員退職慰労引当金繰入額 23百万円 

のれん償却額 39百万円 

運送費 2,022百万円 

研究開発費 2,330百万円 

従業員給与賞与手当 2,859百万円 

賞与引当金繰入額 305百万円 

役員賞与引当金繰入額 3百万円 

退職給付費用 182百万円 

役員退職慰労引当金繰入額 71百万円 

のれん償却額 29百万円 

※２．研究開発費の総額 2,201百万円 ※２．研究開発費の総額 2,330百万円 

※３．固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。 ※３．固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。

機械装置及び運搬具 26百万円 

工具、器具及び備品 9百万円 

計 36百万円 

機械装置及び運搬具 48百万円 

工具、器具及び備品 19百万円 

計 67百万円 

※４．固定資産廃棄損の内訳は、次のとおりであります。 ※４．固定資産廃棄損の内訳は、次のとおりであります。

建物及び構築物 0百万円 

機械装置及び運搬具 53百万円 

工具、器具及び備品 5百万円 

建設仮勘定 18百万円 

計 77百万円 

建物及び構築物 21百万円 

機械装置及び運搬具 120百万円 

工具、器具及び備品 5百万円 

建設仮勘定 16百万円 

計 163百万円 

※５．固定資産売却損の内訳は、次のとおりであります。 ※５．固定資産売却損の内訳は、次のとおりであります。

機械装置及び運搬具 0百万円 機械装置及び運搬具 0百万円 

工具、器具及び備品 0百万円 

土地 13百万円 

計 14百万円 

  ※６．災害損失 

東日本大震災に伴う原状回復費用等の損失であり、

その内訳は以下のとおりです。 

災害資産の原状回復費用等 7百万円 

災害による操業・営業休止期

間中の固定費 

353百万円 

計 360百万円 

  ※７．災害損失引当金繰入額 

内訳は以下のとおりです。 

原状回復費用等で決算日後に

実施が予定されているもの 

179百万円 

計 179百万円 
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当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

※１ 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

  

※２ 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

  

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） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  

２．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

次のとおり、決議を予定しております。  

   

（連結包括利益計算書関係）

親会社株主に係る包括利益 百万円4,228

少数株主に係る包括利益 百万円1,156

計 百万円5,384

その他有価証券評価差額金 百万円1

為替換算調整勘定 百万円402

計 百万円403

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末 

株式数（株） 
当連結会計年度 

増加株式数（株） 
当連結会計年度 

減少株式数 （株） 
当連結会計年度末 

株式数（株） 

発行済株式 

普通株式  14,820,000  －  －  14,820,000

合計  14,820,000  －  －  14,820,000

自己株式 

普通株式  1,096  －  －  1,096

合計  1,096  －  －  1,096

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり 
配当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成21年６月26日 

定時株主総会 
普通株式  163  11 平成21年３月31日  平成21年６月29日 

平成21年10月29日 

取締役会 
普通株式  163  11 平成21年９月30日  平成21年12月７日 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり 

配当額（円） 
基準日 効力発生日 

平成22年６月25日 

定時株主総会 
普通株式  281 利益剰余金  19 平成22年３月31日 平成22年６月28日
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当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  

２．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

次のとおり、決議を予定しております。  

   

  

  
前連結会計年度末 

株式数（株） 
当連結会計年度 

増加株式数（株） 
当連結会計年度 

減少株式数 （株） 
当連結会計年度末 

株式数（株） 

発行済株式 

普通株式  14,820,000  －  －  14,820,000

合計  14,820,000  －  －  14,820,000

自己株式 

普通株式  1,096  63  －  1,159

合計  1,096  63  －  1,159

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり 
配当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成22年６月25日 

定時株主総会 
普通株式  281  19 平成22年３月31日  平成22年６月28日 

平成22年10月28日 

取締役会 
普通株式  222  15 平成22年９月30日  平成22年12月６日 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり 

配当額（円） 
基準日 効力発生日 

平成23年６月24日 

定時株主総会 
普通株式  296 利益剰余金  20 平成23年３月31日 平成23年６月27日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

(平成22年３月31日現在)

現金及び預金 11,187百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △1,672百万円

現金及び現金同等物 9,514百万円

(平成23年３月31日現在)

現金及び預金 14,555百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △1,932百万円

現金及び現金同等物 12,623百万円
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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） 

  

 （注）１．事業区分の方法 

当社グループの事業区分は、売上高集計区分及び販売先の使用目的を勘案して区分しております。 

２．各事業区分の主要製品 

３．資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は前連結会計年度252百万円、当連結会計年度226百

万円であり、その主なものは、当社の余資運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び

管理部門に係る資産等であります。 

（セグメント情報等）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
自動車部品 

四輪 
（百万円） 

自動車部品 
二輪 

（百万円） 

汎用製品組立
及び汎用部品
（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） 

Ⅰ 売上高及び営業損益               

売上高               

(1）外部顧客に対する売上高  149,408  10,096  6,989  71  166,567  －  166,567

(2）セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 －  －  －  955  955 (955)  －

計  149,408  10,096  6,989  1,027  167,522 (955)  166,567

営業費用  143,335  9,404  7,003  989  160,732 (1,023)  159,709

営業利益又は営業損失（△）  6,072  692  △13  37  6,789 68  6,857

Ⅱ 資産、減価償却費 

及び資本的支出 
              

資産  85,782  7,204  2,219  477  95,685 (570)  95,115

減価償却費  7,839  570  88  －  8,499 (164)  8,334

資本的支出  3,378  352  30  －  3,762 (40)  3,722

事業区分 主要製品 

自動車部品四輪 

排気系部品 
エキゾースト・マニホールド、エキゾースト・パイプ、排

気触媒コンバータ、サイレンサー（マフラー） 

駆動系部品 
オートマチック・トランスミッション・トルクコンバー

タ、デュアルマス・フライホイール 

その他 オイルパン、ドアビーム、ロアーアーム 

自動車部品二輪 
ブレーキディスク、フロントフェンダー、ブレーキペダル、サイレンサー

（マフラー）、ハンドルパイプ、ＡＴＶ用部品 

汎用製品組立及び汎用部品 船外機塗装、超小型４ストロークエンジン、フューエルタンク 

その他 機械、金型・治具、他 
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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） 

  

 （注）１．国または地域は地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する国または地域は次のとおりであります。 

（1）北米……………米国 

（2）アジア…………フィリピン国、インドネシア国、タイ国、インド国 

（3）中国……………中国  

（4）その他の地域…英国、ブラジル国  

３．資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は前連結会計年度252百万円、当連結会計年度226百

万円であり、その主なものは、当社の余資運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び

管理部門に係る資産等であります。 

  

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） 

  

 （注）１．国または地域は地理的近接度により区分しております。  

２．各区分に属する国または地域は次のとおりであります。 

（1）北米……………米国、カナダ国 

（2）アジア…………フィリピン国、インドネシア国、タイ国、インド国他 

（3）中国……………中国  

（4）その他の地域…英国、ブラジル国他 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

  

ｂ．所在地別セグメント情報

  
日本

（百万円） 
北米 

（百万円） 
アジア

（百万円） 
中国

（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） 

Ⅰ 売上高及び営業損益                 

(1）外部顧客に対する売

上高 
 69,726  50,004 15,272 24,473 7,090  166,567  － 166,567

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 14,316  66 1,108 151 230  15,873 (15,873) －

計  84,043  50,071 16,380 24,624 7,320  182,440 (15,873) 166,567

営業費用  82,448  49,925 14,427 21,688 7,161  175,652 (15,943) 159,709

営業利益    1,594    145  1,952 2,935 159  6,787  70 6,857

Ⅱ 資産  58,650  22,688 6,458 12,790 5,066  105,654 (10,539) 95,115

ｃ．海外売上高

  北米 アジア 中国 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  50,075  15,360  24,511  7,124  97,071

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  －  166,567

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合

（％） 
 30.1  9.2  14.7  4.3  58.3
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当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

１．報告セグメントの概要 

  当社の報告セグメントは、各々の現地法人においてそれぞれ独立した経営単位であり、取締役会及び取締

役会から選定された取締役によって構成される経営会議において、経営の重要事項について審議し、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。 

 当社では、地域毎に担当取締役が任命されており、それぞれの取締役が、担当地域の包括的な戦略の立案

を統括し、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、生産・販売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」（米国）、「アジア」（フィリピン、インドネシア、タイ、インド）、「中国」の４つの報

告セグメントとしております。日本セグメントでは、「自動車部品四輪」(排気系部品、駆動系部品、その

他)、「自動車部品二輪」、「汎用製品組立及び汎用部品」及び「その他」の製品、北米セグメントでは、

「自動車部品四輪」(排気系部品、駆動系部品、その他)、及び「自動車部品二輪」の製品、アジア、中国セ

グメントでは、「自動車部品四輪」(排気系部品、駆動系部品)及び「自動車部品二輪」の製品を生産・販売

しております。 

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項」における記載と同一であります。 

  

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

  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） 

（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、英国及びブラジル

の現地法人の事業活動を含んでおります。 

ｄ．セグメント情報

  （単位：百万円）

  

報告セグメント

その他

（注）１
合計 調整額 

連結

財務諸表 
計上額 日本 北米 アジア 中国 計

売上高    

(1)外部顧客に対する売上高  69,726  50,004  15,272  24,473  159,476  7,090  166,567  －  166,567

(2)セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 14,316  66  1,108  151  15,642  230  15,873  △15,873  －

計  84,043  50,071  16,380  24,624  175,119  7,320  182,440  △15,873  166,567

セグメント利益  1,594  145  1,952  2,935  6,627  159  6,787  70  6,857

セグメント資産  58,650  22,688  6,458  12,790  100,588  5,066  105,654  △10,539  95,115

その他の項目    

減価償却費  4,562  2,253  874  442  8,132  360  8,492  △157  8,334

のれんの償却額  －  －  39  －  39  －  39  －  39

有形固定資産及び無形固定資

産の増加額 
 1,588  426  566  356  2,938  188  3,127  △29  3,097
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  当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

（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、英国及びブラジル

の現地法人の事業活動を含んでおります。 

４．報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）

  

  

  

  （単位：百万円）

  

報告セグメント

その他

（注）１
合計 調整額 

連結

財務諸表 
計上額 日本 北米 アジア 中国 計

売上高    

(1)外部顧客に対する売上高  74,680  50,572  18,746  26,460  170,458  8,958  179,417  －  179,417

(2)セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 17,690  101  1,144  245  19,182  142  19,324  △19,324  －

計  92,370  50,673  19,890  26,705  189,640  9,101  198,741  △19,324  179,417

セグメント利益  3,072  431  3,071  3,910  10,485  848  11,334  162  11,496

セグメント資産  56,083  22,319  11,735  14,574  104,713  7,358  112,071  △19,719  92,351

その他の項目    

減価償却費  3,527  2,128  899  417  6,972  308  7,280  △140  7,140

のれんの償却額  －  －  29  －  29  －  29  －  29

有形固定資産及び無形固定資

産の増加額 
 1,643  1,781  721  538  4,684  351  5,035  △133  4,901

  （単位：百万円）

売上高 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計  175,119 189,640

「その他」の区分の売上高  7,320 9,101

セグメント間取引消去  △15,873 △19,324

連結財務諸表の売上高  166,567 179,417

  （単位：百万円）

利益 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計  6,627 10,485

「その他」の区分の利益  159 848

セグメント間取引消去  70 162

連結財務諸表の営業利益  6,857 11,496

  （単位：百万円）

資産 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計  100,588 104,713

「その他」の区分の資産  5,066 7,358

セグメント間取引消去  △10,539 △19,719

連結財務諸表の資産合計  95,115 92,351
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（追加情報） 

当連結会計年度より、「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。 

  

 （注） １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

該当事項はありません。 

  

リース取引関係、関連当事者情報、税効果会計関係、金融商品関係、有価証券関係、デリバティブ取引関係、退職給

付関係、ストック・オプション等関係、企業結合等関係、資産除去債務関係、賃貸等不動産関係、開示対象特別目的会

社関係に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しま

す。 

その他の項目 

報告セグメント計 その他 調整額 
連結財務諸表 

計上額 

前連結会

計年度 

当連結会

計年度 

前連結会

計年度 

当連結会

計年度 

前連結会

計年度 

当連結会

計年度 

前連結会

計年度 

当連結会

計年度 

減価償却費  8,132 6,972 360 308 △157  △140 8,334 7,140

のれんの償却額  39 29 － － －  － 39 29

有形固定資産及び無

形固定資産の増加額 
 2,938 4,684 188 351 △29  △133 3,097 4,901

（１株当たり情報）

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） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

１株当たり純資産額 円 銭2,497 80

１株当たり当期純利益金額 円 銭264 63

１株当たり純資産額 円 銭2,724 52

１株当たり当期純利益金額 円 銭412 7

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

  
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) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

当期純利益（百万円）  3,921  6,106

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（百万円）  3,921  6,106

普通株式の期中平均株式数（株）  14,818,904  14,818,846

（重要な後発事象）

（開示の省略）
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５．個別財務諸表 
(1) 貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 275 1,450

受取手形 16 17

売掛金 12,120 7,892

製品 999 1,248

仕掛品 1,038 1,505

原材料及び貯蔵品 1,041 1,433

前渡金 375 318

前払費用 20 22

繰延税金資産 677 622

未収入金 1,423 1,745

未収消費税等 107 278

その他 165 157

流動資産合計 18,261 16,691

固定資産   

有形固定資産   

建物 8,794 8,812

減価償却累計額 △5,015 △5,323

建物（純額） 3,779 3,489

構築物 976 918

減価償却累計額 △636 △597

構築物（純額） 339 320

機械及び装置 23,820 23,289

減価償却累計額 △18,017 △18,766

機械及び装置（純額） 5,802 4,523

車両運搬具 163 165

減価償却累計額 △142 △141

車両運搬具（純額） 20 23

工具、器具及び備品 13,597 13,604

減価償却累計額 △12,816 △13,113

工具、器具及び備品（純額） 781 490

土地 4,405 4,393

リース資産 53 96

減価償却累計額 △17 △36

リース資産（純額） 36 60

建設仮勘定 247 510

有形固定資産合計 15,413 13,812

無形固定資産   

ソフトウエア 294 333

リース資産 13 29

電話加入権 5 5

電気通信施設利用権 0 0

無形固定資産合計 313 368
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 1 1

関係会社株式 11,430 11,323

関係会社出資金 3,845 3,845

長期前払費用 2 1

前払年金費用 1,600 1,813

その他 110 108

貸倒引当金 △18 △18

投資その他の資産合計 16,973 17,077

固定資産合計 32,699 31,259

資産合計 50,961 47,950

負債の部   

流動負債   

支払手形 359 12

電子記録債務 － 4,276

買掛金 11,860 6,576

短期借入金 2,050 298

1年内返済予定の長期借入金 2,988 3,672

リース債務 18 32

未払金 154 417

未払費用 905 1,233

未払法人税等 21 67

預り金 45 41

賞与引当金 979 1,086

役員賞与引当金 － 3

製品保証引当金 40 －

災害損失引当金 － 179

設備関係支払手形 10 －

設備関係電子記録債務 － 114

流動負債合計 19,433 18,013

固定負債   

長期借入金 7,283 3,610

リース債務 33 62

繰延税金負債 222 309

退職給付引当金 627 693

役員退職慰労引当金 126 175

固定負債合計 8,294 4,851

負債合計 27,728 22,864
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,754 1,754

資本剰余金   

資本準備金 547 547

資本剰余金合計 547 547

利益剰余金   

利益準備金 151 151

その他利益剰余金   

別途積立金 17,360 19,360

繰越利益剰余金 3,420 3,273

利益剰余金合計 20,932 22,785

自己株式 △1 △1

株主資本合計 23,232 25,085

純資産合計 23,232 25,085

負債純資産合計 50,961 47,950
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(2) 損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

売上高 82,072 91,285

売上原価   

製品期首たな卸高 843 999

当期製品製造原価 75,750 82,971

合計 76,593 83,971

製品期末たな卸高 999 1,248

製品売上原価 75,594 82,722

売上総利益 6,478 8,563

販売費及び一般管理費 6,026 6,807

営業利益 451 1,755

営業外収益   

受取利息 1 1

受取配当金 1,669 2,311

受取賃貸料 6 6

為替差益 15 －

雑収入 51 33

営業外収益合計 1,743 2,352

営業外費用   

支払利息 202 144

為替差損 － 56

減価償却費 34 17

雑損失 0 10

営業外費用合計 237 229

経常利益 1,957 3,879

特別利益   

固定資産売却益 1 5

国庫補助金 49 49

製品保証引当金戻入額 － 24

特別利益合計 50 79

特別損失   

固定資産廃棄損 65 138

固定資産売却損 0 13

固定資産圧縮損 49 49

関係会社株式評価損 － 394

投資有価証券評価損 － 0

災害損失 － 360

災害損失引当金繰入額 － 179

特別退職金 － 16

特別損失合計 114 1,153

税引前当期純利益 1,893 2,805
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

法人税、住民税及び事業税 195 306

法人税等調整額 △150 142

法人税等合計 44 449

当期純利益 1,848 2,356
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(3) 株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,754 1,754

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,754 1,754

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 547 547

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 547 547

資本剰余金合計   

前期末残高 547 547

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 547 547

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 151 151

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 151 151

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 19,360 17,360

当期変動額   

別途積立金の積立 △2,000 2,000

当期変動額合計 △2,000 2,000

当期末残高 17,360 19,360

繰越利益剰余金   

前期末残高 △101 3,420

当期変動額   

別途積立金の積立 2,000 △2,000

剰余金の配当 △326 △503

当期純利益 1,848 2,356

当期変動額合計 3,522 △147

当期末残高 3,420 3,273

利益剰余金合計   

前期末残高 19,410 20,932

当期変動額   

別途積立金の積立 － －
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

剰余金の配当 △326 △503

当期純利益 1,848 2,356

当期変動額合計 1,522 1,852

当期末残高 20,932 22,785

自己株式   

前期末残高 △1 △1

当期変動額   

自己株式の取得 － △0

当期変動額合計 － △0

当期末残高 △1 △1

株主資本合計   

前期末残高 21,710 23,232

当期変動額   

剰余金の配当 △326 △503

当期純利益 1,848 2,356

自己株式の取得 － △0

当期変動額合計 1,522 1,852

当期末残高 23,232 25,085

純資産合計   

前期末残高 21,710 23,232

当期変動額   

剰余金の配当 △326 △503

当期純利益 1,848 2,356

自己株式の取得 － △0

当期変動額合計 1,522 1,852

当期末残高 23,232 25,085
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 該当事項はありません。  

  

(1）役員の異動 

① その他の役員の異動 

・昇格予定取締役 

・新任取締役候補 

・退任予定取締役 

・新任監査役候補 

・退任予定監査役 

② 就任予定日  

平成23年６月24日  

  

(4）継続企業の前提に関する注記

６．その他

常務取締役 

 中国地域本部長 

田口 保司 （現 取締役 中国地域本部長） 

常務取締役 

 開発本部長 

 栃木開発センター所長 

 モータースポーツ担当  

芳野 俊彦 （現 取締役 開発本部長 

       栃木開発センター所長 

       モータースポーツ担当） 

取締役 

 アジア地域本部長 ＹＳＴ社長 

外山 啓支 （現 アジア地域本部長 ＹＳＴ社長） 

取締役 

 欧州担当 ＵＹＳ社長 

岡本 克巳 （現 欧州担当 ＵＹＳ社長） 

取締役  石川 保    

監査役 三井 義廣   

監査役 加藤 雅之   
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