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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 278,490 8.8 21,598 57.5 21,694 41.2 12,324 61.4
22年3月期 255,937 △11.2 13,716 18.2 15,361 55.4 7,633 ―

（注）包括利益 23年3月期 8,801百万円 （―％） 22年3月期 ―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 166.63 ― 10.3 11.2 7.8
22年3月期 103.21 ― 6.7 8.1 5.4

（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 193,557 140,927 63.4 1,658.08
22年3月期 193,740 136,502 60.3 1,580.33

（参考） 自己資本   23年3月期  122,634百万円 22年3月期  116,886百万円

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 27,355 △10,855 △6,423 42,638
22年3月期 16,660 △11,706 △2,163 34,505

2.  配当の状況 

（注） 平成24年３月期の中間配当（第２四半期末）及び期末配当につきましては、現時点で東日本大震災の影響により合理的な算定が困難であるため未
定とし、記載しておりません。なお、当該理由等は、添付資料Ｐ．４「１．経営成績（3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の見通し」に記載しておりま
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 ― 10.00 ― 11.00 21.00 1,553 20.3 1.4
23年3月期 ― 12.00 ― 13.00 25.00 1,849 15.0 1.5

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24年３月期の業績予想につきましては、現時点で東日本大震災の影響により合理的な算定が困難であるため未定とし、記載しておりません。なお、
当該理由等は、添付資料Ｐ．３「１．経営成績（1）経営成績に関する分析の次期の見通し」に記載しております。 



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  

（注） 詳細は、添付資料Ｐ．14「連結財務諸表の作成のための基本となる重要な事項」をご覧下さい。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注） 詳細は、添付資料Ｐ．15「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」をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 1社 （社名）
ケーヒンアジアバンコクカンパニー・リ
ミテッド

、 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 73,985,246 株 22年3月期 73,985,246 株

② 期末自己株式数 23年3月期 23,586 株 22年3月期 22,002 株

③ 期中平均株式数 23年3月期 73,962,452 株 22年3月期 73,963,439 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 145,510 10.5 5,318 ― 11,120 ― 9,870 ―

22年3月期 131,626 △13.2 △3,549 ― △1,351 ― △696 ―

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 133.46 ―

22年3月期 △9.41 ―

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 115,680 86,226 74.5 1,165.82
22年3月期 111,263 78,268 70.3 1,058.20

（参考） 自己資本 23年3月期  86,226百万円 22年3月期  78,268百万円

※ 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監査手続を実施して
います。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
(将来に関する記述等についてのご注意) 
 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、当社が現時点で入手可能な情報に基づき当社の経営者が判断した予想であり、リスクや
不確実性を含んでいます。従いまして、これらの業績予想のみに全面的に依拠して投資判断を下すことは控えるようお願いいたします。 
 実際の業績等は、様々な重要要素により大きく異なる結果となり得ることをご承知おき下さい。実際の業績に影響を与え得る重要要素には、当社の事業
領域を取り巻く経済情勢、市場の動向、対ドルをはじめとする円の為替レート等が含まれます。 
業績予想の前提となる仮定等については、Ｐ．３「１．経営成績（1）経営成績に関する分析の次期の見通し」をご参照下さい。 
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(1）経営成績に関する分析 

①当連結会計年度の経営成績 

   

 当連結会計年度における当社グループを取り巻く経済情勢は、進展国においては大きな経済成

長があり、欧米においては、欧州の金融不安などがありましたが、景気は緩やかに回復しまし

た。 

 一方、日本においては、政府の景気刺激策や新興国向けの輸出などにより持ち直しつつありま

したが、年度末に発生した東日本大震災により日本経済は大きな打撃を受けました。  

  

こうした状況のなか、当社グループは、第10次中期経営計画の目的である「厳しい市場環境を

勝ち抜く企業力と風土の構築」を目指し、事業展開を図ってまいりました。 

  

二輪車・汎用製品では、中国二輪車 大手の江門市大長江集団有限公司に、当社として初めて

キャブレターを納入し、同社製の「ＨＪ１１０」、「ＨＪ１２５」および「ＨＪ１５０」の３シ

リーズのモデルに搭載されました。また、新たに開発した小型二輪車用電子燃料噴射システムが

ホンダ「ジョルノ」などに搭載されました。  

  

四輪車製品では、モーターとバッテリーを制御する電子制御製品をはじめ、燃料供給システム

および空調製品がホンダ「フィット ハイブリッド」に搭載されました。また、インド四輪車

大手のマルチ・スズキ・インディア・リミテッド向けに当社として初めて燃料供給製品を納入

し、同社製のガス燃料車「Ａｌｔｏ」、「Ｅｅｃｏ」、「ＷａｇｏｎＲ」および「Ｅｓｔｉｌ

ｏ」に搭載されました。 

  

 生産面では、生産変動に対応できるフレキシブルな生産体制をさらに強化し、生産の効率化を

図りました。また、ものづくり力を強化する取組みとして、新たな精密加工技術を取入れ、さら

なる原価低減を行いました。 

  

 品質面では、「再発防止力」の向上を目的に品質情報を共有するグローバルクオリティースタ

ンダードの構築や、「未然防止力」の向上を目的に製造ノウハウを共有するグローバルオペレー

ションスタンダードの構築に前期から継続して取組んでまいりました。  

  

 また、空調製品のコスト競争力および製品開発力をさらに高めていくため、昭和電工株式会社

の自動車空調用熱交換器事業等を譲受けることについて、昨年10月に同社と基本合意書を締結し

ました。  

  

 以上の結果、当連結会計年度の連結売上高は2,784億９千万円と前期に比べ225億５千３百万円

の増収となりました。二輪車・汎用製品では853億２千８百万円と前期に比べ156億８千９百万円

の増収、四輪車製品では1,931億６千２百万円と前期に比べ68億６千３百万円の増収となりまし

た。利益においては、為替が円高に推移した影響や研究開発費などの増加はあるものの、売上増

に伴う利益増加や合理化効果および事業所再編効果などにより、営業利益は215億９千８百万円

と前期に比べ78億８千１百万円の増益、経常利益は216億９千４百万円と前期に比べ63億３千３

百万円の増益となりました。当期純利益は負ののれん発生益はあるものの、東日本大震災に伴う

損失の発生などにより、46億９千万円増益の123億２千４百万円となりました。 

  

１．経営成績
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所在地別売上高の状況  

（日 本） 

 二輪車・汎用製品は、主にアジア向け製品などの販売が増加しました。四輪車製品は、東日本

大震災による販売減少はありましたが、北米、アジアおよび中国向け製品の販売が増加しまし

た。これらにより売上高は1,464億５千８百万円となりました。  

（米 州） 

 為替換算上の影響はありましたが、北米市場の回復による四輪車製品の販売増加や、ブラジル

などでの二輪車・汎用製品の販売増加により、売上高は730億７千２百万円となりました。 

（アジア） 

 タイ、インドネシア、インドおよび台湾での二輪車・汎用製品の販売増加や、タイにおける四

輪車製品の販売増加により、売上高は806億５千６百万円となりました。 

（中 国） 

 為替換算上の影響はありましたが、引き続き好調な中国市場での四輪車製品の販売増加に加

え、二輪車・汎用製品の販売増加により、売上高は341億４千７百万円となりました。 

（欧 州） 

 為替換算上の影響はありましたが、昨年の大幅な減産による在庫調整が終了したことにより、 

売上高は57億９千２百万円となりました。  

  

（注）１．第１四半期連結累計期間から、セグメント区分を変更したため、各セグメントの対前期との金額比較は

記載しておりません。 

２．セグメント別売上高は、セグメント間の内部売上高を含んでおります。 
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②次期の見通し  

 当社は、このたびの東日本大震災から早期に事業を再開することができました。しかしなが

ら、東日本大震災や原発問題の影響により業界全体として部品調達がいまだ不安定な状況にあ

り、現時点において見通しを算定することが困難な状況にあります。 

 次期の見通しにつきましては、出来るだけ早期に公表できるよう努力してまいります。       

  

(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

 当連結会計年度末の連結総資産は、1,935億５千７百万円となり、前期末に比べ１億８千３百

万円の減少となりました。 

 各項目別の主な要因は次のとおりです。 

（流動資産） 

 流動資産は1,174億２千８百万円と、前期末に比べ37億９千万円増加しました。これは主に売

掛金の減少はあるものの、現金及び預金や有価証券（譲渡性預金）などの増加によるもので

す。 

（固定資産） 

 固定資産は761億２千８百万円と、前期末に比べ39億７千４百万円減少しました。これは主に

減価償却による機械装置及び運搬具などの減少によるものです。 

（流動負債） 

 流動負債は470億７千万円と、前期末に比べ23億８千６百万円減少しました。これは主に災害

損失引当金の計上はあるものの、支払手形及び買掛金や短期借入金などの減少によるものです。 

（固定負債） 

 固定負債は55億５千９百万円と、前期末に比べ22億２千１百万円減少しました。これは主に

長期借入金などの減少によるものです。 

（純資産） 

 純資産は1,409億２千７百万円と、前期末に比べ44億２千４百万円増加しました。これは主に

当期純利益による利益剰余金の増加によるものです。 
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②キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、426億３千８百

万円と前期末に比べ、81億３千２百万円増加となりました。 

 当連結会計年度末のキャッシュ・フローの状況と前期末に対する各キャッシュ・フローの増

減状況は以下のとおりです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度における営業活動の結果、増加した資金は、たな卸資産の増加はあるもの

の、売上債権の減少や税金等調整前当期純利益及び減価償却費などにより273億５千５百万円と

なりました。 

 営業活動によるキャッシュ・インフローは前期に比べ106億９千５百万円の増加となりまし

た。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度における投資活動の結果、減少した資金は、有形及び無形固定資産取得によ

る支出などにより108億５千５百万円となりました。 

 投資活動によるキャッシュ・アウトフローは、前期に比べ８億５千１百万円の減少となりまし

た。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度における財務活動の結果、減少した資金は、短期借入金及び長期借入金の返済

などにより64億２千３百万円となりました。 

 財務活動によるキャッシュ・アウトフローは、前期に比べ42億６千万円の増加となりました。 

  

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

・自己資本比率：自己資本／総資産 

・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／キャッシュ・フロー 

・インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注）１．いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

（注）２．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・フローを利用しております。 

（注）３．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 

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の 重要課題の一つとして位置づけております。 

配当につきましては、今後の事業展開などを総合的に勘案し、長期的な視点に立ち連結業績を

考慮しながら実施する事を方針としております。 

平成23年３月期における期末配当は、連結業績等を総合的に勘案し、１株当たり13円とさせて

いただき、中間配当を含めた年間配当としては、25円とさせていただく予定です。 

なお、平成24年３月期の年間配当につきましては、現時点では当期の業績見通しの算定が困難

なことから、未定とさせていただき、業績見通しとあわせてお知らせいたします。 

  

  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（％）  59.6  60.3  63.4

時価ベースの自己資本比率（％） 42.2  68.9 60.3

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） 37.1  41.9 12.4

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 50.7  47.5 145.0
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  当社グループは、当社、子会社28社、関連会社１社で構成されており、自動車部品の製造販売を

主な事業としております。また、本田技研工業（株）(原動機及び輸送用機械等の製造販売)に製品

の販売を行っており、継続的で緊密な事業上の関係にあります。 
  
 事業の系統図は次のとおりです。 

 

２．企業集団の状況
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(1）会社の経営の基本方針 

 当社グループは、「人間尊重」と「５つの喜び」を基本理念としています。「人間尊重」と

は、企業の中で一番大切な財産は「人」であり、一人ひとりが活き活きと輝いていることがパワ

ーの源であるという信念を表しています。「５つの喜び」とは、「人間尊重」に基づいてケーヒ

ンの企業活動に関わりを持つすべての人たち一人ひとりと、いかに多くの喜びを分かち合えたか

が、私たちの行動の成果であるという信念を表しています。 

 こうした基本理念をベースに企業活動の目的である社是「私たちは、常に新しい価値を創造

し、人類の未来に貢献する」を実現し、企業価値のさらなる向上に努めます。 

  

  

(2）中長期的な会社の経営戦略および対処すべき課題  

 平成23年３月期で終了した第10次中期は、金融危機による先進国の減速や、中国・インドを中

心とした進展国が大きく成長するなど、事業環境は想像以上のスピードで変化しました。  

  

 こうしたなか、第10次中期経営計画としては、「厳しい市場環境を勝ち抜く企業力と風土の構

築」を目指し、「創造力を発揮出来る仕組み作り」、「グローバルで桁違い品質保証力の仕上げ

と定着」、「売価競争力のあるコスト体質の構築」および「創造力を育む企業風土作り」の４つ

の主要施策を展開してまいりました。また、事業環境の激変に対しては、国内では事業所の再編

を行ったほか、米州やアジアでは本部の設置をはじめとする事業の再構築を行いました。これら

により、より強固な企業体質を作りあげるなど一定の成果を収めることができました。 

  

 今後の見通しといたしましては、自動車市場は、先進国などの成熟市場はより環境志向へと進

む一方、進展国などの成長市場はより廉価志向へと進んでいくと思われます。 

  

 こうした市場環境と第10次中期で残した課題を踏まえ、当社グループは、新たにスタートする

第11次中期経営計画（平成23年４月から平成26年３月までの３ヵ年）において「ニーズの多様化

への対応力強化」、「グローバルベストオペレーションの確立」および「自主自立に向けた意識

改革と行動」を主要施策に掲げ、「グローバル競争に打勝つ事業体質の確立」を目指してまいり

ます。 

   

(3）目標とする経営指標  

 経営指標として、第11次中期で連結営業利益率８％以上を目指し、事業を展開してまいりま

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 31,142 32,211

受取手形及び売掛金 40,567 34,706

有価証券 8,600 14,500

商品及び製品 7,767 8,833

仕掛品 4,417 4,386

原材料及び貯蔵品 14,453 13,909

繰延税金資産 2,984 3,402

その他 3,705 5,476

流動資産合計 113,637 117,428

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 19,424 17,897

機械装置及び運搬具（純額） 30,851 24,850

工具、器具及び備品（純額） 5,689 5,080

土地 9,294 9,227

建設仮勘定 3,237 6,584

有形固定資産合計 68,498 63,640

無形固定資産 2,469 2,597

投資その他の資産   

投資有価証券 5,038 4,725

長期貸付金 447 464

繰延税金資産 1,301 2,089

その他 2,386 2,631

貸倒引当金 △37 △20

投資その他の資産合計 9,135 9,890

固定資産合計 80,102 76,128

資産合計 193,740 193,557
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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 30,229 27,694

短期借入金 3,263 1,524

1年内返済予定の長期借入金 1,466 1,259

未払費用 8,284 8,675

未払法人税等 1,598 1,812

製品保証引当金 1,003 594

役員賞与引当金 48 92

事業構造改善引当金 259 －

災害損失引当金 － 1,300

繰延税金負債 17 35

資産除去債務 － 16

その他 3,287 4,066

流動負債合計 49,457 47,070

固定負債   

長期借入金 2,256 600

繰延税金負債 1,094 813

退職給付引当金 2,518 1,799

役員退職慰労引当金 393 423

資産除去債務 － 199

その他 1,517 1,722

固定負債合計 7,780 5,559

負債合計 57,237 52,630

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,932 6,932

資本剰余金 7,940 7,940

利益剰余金 110,561 121,168

自己株式 △31 △34

株主資本合計 125,403 136,007

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2,479 2,281

繰延ヘッジ損益 － △5

為替換算調整勘定 △10,996 △15,649

その他の包括利益累計額合計 △8,516 △13,373

少数株主持分 19,616 18,292

純資産合計 136,502 140,927

負債純資産合計 193,740 193,557
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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 255,937 278,490

売上原価 223,466 238,451

売上総利益 32,471 40,039

販売費及び一般管理費 18,755 18,440

営業利益 13,716 21,598

営業外収益   

受取利息 413 504

受取配当金 139 397

為替差益 798 －

その他 1,085 594

営業外収益合計 2,436 1,496

営業外費用   

支払利息 350 188

為替差損 － 873

固定資産廃棄損 258 191

その他 182 147

営業外費用合計 791 1,400

経常利益 15,361 21,694

特別利益   

負ののれん発生益 － 1,191

製品保証引当金戻入額 42 194

保険差益 48 －

その他 7 －

特別利益合計 97 1,386

特別損失   

減損損失 216 133

事業構造改善引当金繰入額 1,003 －

災害損失 － 1,519

災害損失引当金繰入額 － 1,300

関係会社清算損 － 415

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 137

特別損失合計 1,219 3,506

税金等調整前当期純利益 14,238 19,574

法人税、住民税及び事業税 4,252 5,301

法人税等調整額 △313 △813

法人税等合計 3,938 4,488

少数株主損益調整前当期純利益 － 15,086

少数株主利益 2,666 2,761

当期純利益 7,633 12,324
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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 － 15,086

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － △193

繰延ヘッジ損益 － △5

為替換算調整勘定 － △6,085

その他の包括利益合計 － △6,284

包括利益 － 8,801

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － 7,467

少数株主に係る包括利益 － 1,333
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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 6,932 6,932

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,932 6,932

資本剰余金   

前期末残高 7,940 7,940

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 7,940 7,940

利益剰余金   

前期末残高 104,407 110,561

当期変動額   

剰余金の配当 △1,479 △1,701

当期純利益 7,633 12,324

連結子会社の増加に伴う減少 － △16

当期変動額合計 6,154 10,607

当期末残高 110,561 121,168

自己株式   

前期末残高 △30 △31

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △2

当期変動額合計 △0 △2

当期末残高 △31 △34

株主資本合計   

前期末残高 119,249 125,403

当期変動額   

剰余金の配当 △1,479 △1,701

当期純利益 7,633 12,324

連結子会社の増加に伴う減少 － △16

自己株式の取得 △0 △2

当期変動額合計 6,153 10,604

当期末残高 125,403 136,007

㈱ケーヒン　（7251）　平成23年3月期　決算短信

－11－



（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 1,639 2,479

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 840 △198

当期変動額合計 840 △198

当期末残高 2,479 2,281

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － △5

当期変動額合計 － △5

当期末残高 － △5

為替換算調整勘定   

前期末残高 △11,332 △10,996

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 335 △4,652

当期変動額合計 335 △4,652

当期末残高 △10,996 △15,649

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 △9,693 △8,516

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,176 △4,856

当期変動額合計 1,176 △4,856

当期末残高 △8,516 △13,373

少数株主持分   

前期末残高 17,381 19,616

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,234 △1,323

当期変動額合計 2,234 △1,323

当期末残高 19,616 18,292

純資産合計   

前期末残高 126,937 136,502

当期変動額   

剰余金の配当 △1,479 △1,701

当期純利益 7,633 12,324

連結子会社の増加に伴う減少 － △16

自己株式の取得 △0 △2

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,411 △6,180

当期変動額合計 9,565 4,424

当期末残高 136,502 140,927
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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 14,238 19,574

減価償却費 15,525 13,924

減損損失 216 133

有形及び無形固定資産処分損益（△は益） 258 191

製品保証引当金の増減額（△は減少） △6,220 △395

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） 259 △259

災害損失引当金の増減額（△は減少） － 1,300

退職給付引当金の増減額（△は減少） △523 △669

前払年金費用の増減額（△は増加） 682 △61

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 34 30

受取利息及び受取配当金 △552 △901

支払利息 350 188

売上債権の増減額（△は増加） △11,299 3,966

たな卸資産の増減額（△は増加） 155 △2,128

仕入債務の増減額（△は減少） 8,132 △801

負ののれん発生益 － △1,191

その他 △947 △549

小計 20,311 32,350

利息及び配当金の受取額 481 740

利息の支払額 △318 △176

法人税等の支払額 △3,815 △5,559

営業活動によるキャッシュ・フロー 16,660 27,355

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の純増減額（△は増加） － 640

有形及び無形固定資産の取得による支出 △10,527 △11,906

有形及び無形固定資産の売却による収入 417 428

投資有価証券の取得による支出 △80 △219

投資有価証券の売却による収入 1,096 285

長期貸付けによる支出 △606 △599

長期貸付金の回収による収入 589 581

その他 △2,595 △65

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,706 △10,855

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） △3,381 △1,559

長期借入れによる収入 3,560 －

長期借入金の返済による支出 △79 △1,843

自己株式の取得による支出 △0 △2

配当金の支払額 △1,479 △1,701

少数株主への配当金の支払額 △782 △1,315

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,163 △6,423

現金及び現金同等物に係る換算差額 △140 △2,027

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,649 8,049

現金及び現金同等物の期首残高 31,856 34,505

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 82

現金及び現金同等物の期末残高 34,505 42,638
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該当事項はありません。  

   

①連結の範囲に関する事項 

(イ)連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称等 

 連結子会社の数  27社 

 なお、当連結会計年度より、ケーヒンアジアバンコクカンパニー・リミテッドは重要性が

増したため、連結の範囲に含めております。 

 主要な連結子会社の名称 

  ケーヒンカロライナシステムテクノロジー・エルエルシー、ケーヒンアイピーティーマ

ニュファクチュアリング・エルエルシー、ケーヒン（タイランド）カンパニー・リミテッ

ド、ケーヒンオートパーツ（タイランド）カンパニー・リミテッド、東莞京濱汽車電噴装

置有限公司 

   

(ロ)非連結子会社の数及び主要な会社等の名称 

 非連結子会社の数 １社 

 主要な非連結子会社の名称  

  ケーヒンマレーシアマニュファクチュアリング・エスディエヌビーエイチディ 

 連結の範囲から除いた理由 

   上記非連結子会社については、設立（平成23年１月18日設立）して間もないこともあ
り、総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等が連結財務諸表に及ぼす影響が軽微で
あり、全体としての重要性も乏しいため、連結の範囲から除いております。 

  

②持分法の適用に関する事項 

(イ)持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の数及び主要な会社等の名称 無 

  

(ロ)持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の数及び主要な会社等の名称 

  持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の数 ２社 

  主要な会社等の名称 

  （非連結子会社）  

  ケーヒンマレーシアマニュファクチュアリング・エスディエヌビーエイチディ 

  （関連会社） 

   湛江徳利化油器有限公司 

 持分法を適用しない理由 

上記持分法を適用しない非連結子会社については、設立（平成23年１月18日）して間も
ないこともあり、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等が
連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であること、また関連会社についても、当期純損益（持
分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等が連結財務諸表に及ぼす影響が軽微
であり、全体としての重要性も乏しいため、持分法の適用の範囲から除いております。 

  

③連結子会社の事業年度等に関する事項 

 連結子会社27社のうち、㈱金津製作所、㈱京浜総業、㈱ケーヒンワタリ、ケーヒンテクノロ

ジア・ド・ブラジル・リミターダ、ケーヒンアジアバンコクカンパニー・リミテッド、ケーヒ

ン（タイランド）カンパニー・リミテッド、ケーヒンオートパーツ（タイランド）カンパニ

ー・リミテッド、台灣京濱化油器股份有限公司、東莞京濱汽車電噴装置有限公司、南京京濱化

油器有限公司、京濱電子装置研究開発（上海）有限公司及びケーヒンセールスアンドデベロッ

プメントヨーロッパ・ゲーエムベーハーの決算日は12月31日であります。連結財務諸表の作成

にあたっては同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じ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。 

  

(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
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（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

 連結財務諸表提出会社及び国内の連結子会社は、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軽微であります。

  

（企業結合に関する会計基準等の適用） 

 連結財務諸表提出会社は、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）、「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。  

  

（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、当連結会計年度では、「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。 

  

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

 前連結会計年度において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表

示しておりました「定期預金の純増減額（△は増加）」は、質的及び金額的重要性を再検討し

た結果、当連結会計年度では区分掲記しております。なお、前連結会計年度の「投資活動によ

るキャッシュ・フロー」の「その他」に含まれる「定期預金の純増減額（△は増加）」は

△2,716百万円であります。 

  

 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。  

(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

(8) 表示方法の変更

(9) 追加情報
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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諸表が入手可能であり、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。 

 当社は主に自動車部品の生産・販売を行っており、地域性を重視した経営組織と生産・販売

体制を基礎とした「日本」、「米州」、「アジア」、「中国」及び「欧州」の５つを報告セグ

メントとしております。 

 上記のうち、米州においては米州本部、中国を除くアジアにおいてはアジア本部、中国にお

いては中国統括がそれぞれの地域を管理しております。また、拡大する地域事業に対応するた

め、平成23年５月１日より、中国統括を本部に昇格させ中国本部とするとともに、欧州統括を

新たに設置することとなっております。 

  

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 

 各セグメントの会計処理方法は、前連結会計年度の有価証券報告書の「連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項」に記載のとおりです。 

 また、セグメント間の内部売上高は、独立企業間価格に基づいております。 

  

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 

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．売上高の調整額は、セグメント間の内部売上高であります。また、セグメント利益
の調整額は、たな卸資産及び固定資産に関するセグメント間の内部利益消去額であ
ります。 

 ２．セグメント資産の調整額は、親会社の長期投資資金（投資有価証券）や管理部門に
係る資産等の全社資産4,835百万円及びセグメント間の連結調整の影響額でありま
す。 

 ３．減価償却費には長期前払費用及び繰延資産の償却費が含まれており、減価償却費の
調整額は、セグメント間の連結調整の影響額であります。 

 ４．有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、セグメント間の連結調整の影
響額であります。  

５．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益であります。 

６．セグメント資産は、連結貸借対照表の資産であります。 

(10) 連結財務諸表に関する注記事項
（セグメント情報等）

  

報告セグメント 調整額 
（注） 

（百万円）

合計
（注） 

（百万円）
日本 

（百万円） 
米州 

（百万円）
アジア

（百万円）
中国

（百万円）
欧州

（百万円）
計 

（百万円） 

売上高    

 外部顧客への売上高  93,143  72,581  75,238  31,916  5,611  278,490 ―  278,490

 セグメント間の 

 内部売上高 
 53,315  490  5,417  2,231  180  61,636  (61,636) ― 

計  146,458  73,072  80,656  34,147  5,792  340,127  (61,636)  278,490

セグメント利益  7,107  3,356  11,716  3,940  184  26,304  (4,706)  21,598

セグメント資産  116,899  41,566  57,247  24,013  2,532  242,259  (48,702)  193,557

その他の項目     

    
 減価償却費 
  

 6,940  3,462  4,002  1,648  202  16,257  (2,332)  13,924

 有形固定資産及び無形

固定資産の増加額 
 5,802  2,308  3,668  1,103  175  13,058  (540)  12,518
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４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 

 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）        

（単位:百万円）

   

５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 

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） 

 「アジア」セグメントにおいて、連結財務諸表提出会社の連結子会社であるケーヒンオート
パーツ（タイランド）カンパニー・リミテッドの払込増資により、負ののれん発生益を計上し
ております。当連結会計年度における当該事象による負ののれん発生益は1,191百万円ですが、
報告セグメントごとのセグメント利益には、含まれておりません。 

  

（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。  

  

日本  米州 アジア 中国  欧州  合計  

  126 ―   6 ― ―   133
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 １株当たり純資産額                                   円08銭 

 １株当たり当期純利益金額                                 円 銭 

  

 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。 

  

（注）算定上の基礎 

   １. １株当たり純資産額                  （平成23年３月31日） 

  

    純資産の部の合計額                      百万円 

    純資産の部の合計額から控除する金額              百万円 

    （うち少数株主持分）                                    （18,292）百万円 

    普通株式に係る純資産額                   百万円 

    普通株式の発行済株式数                   千株 

    普通株式の自己株式数                       千株 

    １株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数      千株 

  

   ２. １株当たり当期純利益金額 

  

    当期純利益                          百万円 

    普通株式に帰属しない金額                    ― 百万円 

    普通株式に係る当期純利益                   百万円 

    期中平均株式数                        千株 

 平成23年４月28日開催の取締役会において、下記のとおり子会社を設立することを決議致しまし

た。 

(1) 子会社設立の目的 二輪車需要が拡大するベトナムにおいて、現地子会社を設立すること

で、今後のアジア地域での競争力強化を図る。 

(2) 商 号       Keihin Vietnam Co., Ltd.(予定) 

(3) 代表者         本田 達男 

(4) 所在地         ベトナム・ハノイ近郊 

(5) 設立年月日       2011年６月(予定) 

(6) 主な事業内容      二輪車・汎用製品および四輪車製品の製造販売  

(7) 決算期         ３月 

(8) 資本金の額       5,852億ベトナムドン（28百万US＄） 

(9) 出資比率        Keihin Asia Bangkok Co.,Ltd. 100% 

              (㈱ケーヒン100%出資のアジア地域の統括会社) 

            

（１株当たり情報）
1,658

166 63

140,927

18,292

122,634

73,985

23

73,961

12,324

12,324

73,962

（重要な後発事象）
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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 2,940 4,116

受取手形 174 216

売掛金 25,294 18,945

有価証券 8,300 14,500

商品及び製品 2,351 3,551

仕掛品 2,183 2,589

原材料及び貯蔵品 1,473 1,910

前渡金 964 744

前払費用 254 185

繰延税金資産 1,680 2,295

未収入金 1,896 4,370

短期貸付金 1,133 493

その他 97 199

流動資産合計 48,743 54,118

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 6,735 6,772

構築物（純額） 500 459

機械及び装置（純額） 12,235 9,917

車両運搬具（純額） 51 36

工具、器具及び備品（純額） 1,758 1,533

土地 7,766 7,769

建設仮勘定 1,240 2,265

有形固定資産合計 30,288 28,753

無形固定資産   

特許権 493 878

ソフトウエア 1,153 968

その他 87 218

無形固定資産合計 1,734 2,066

投資その他の資産   

投資有価証券 342 285

関係会社株式 17,603 18,106

関係会社出資金 9,947 9,947

従業員に対する長期貸付金 420 438

関係会社長期貸付金 600 －

長期前払費用 163 169

前払年金費用 626 688

繰延税金資産 － 317

その他 829 811

貸倒引当金 △37 △19

投資その他の資産合計 30,496 30,743

固定資産合計 62,519 61,562

資産合計 111,263 115,680
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,772 1,797

買掛金 16,931 14,715

1年内返済予定の長期借入金 1,200 1,200

未払金 1,726 1,956

未払費用 4,868 5,462

未払法人税等 27 130

前受金 10 38

預り金 129 127

製品保証引当金 716 379

役員賞与引当金 48 84

事業構造改善引当金 259 －

災害損失引当金 － 1,155

資産除去債務 － 16

設備関係支払手形 92 149

その他 10 11

流動負債合計 27,793 27,226

固定負債   

長期借入金 1,800 600

繰延税金負債 1,269 －

退職給付引当金 1,757 1,100

役員退職慰労引当金 374 403

資産除去債務 － 123

その他 0 0

固定負債合計 5,201 2,227

負債合計 32,995 29,454

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,932 6,932

資本剰余金   

資本準備金 7,940 7,940

資本剰余金合計 7,940 7,940

利益剰余金   

利益準備金 899 899

その他利益剰余金   

配当準備積立金 9,030 9,030

特別償却積立金 126 93

固定資産圧縮積立金 27 45

別途積立金 50,200 49,200

繰越利益剰余金 652 9,837

利益剰余金合計 60,936 69,106

自己株式 △31 △34

株主資本合計 75,778 83,945

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,489 2,286

繰延ヘッジ損益 － △5

評価・換算差額等合計 2,489 2,280

純資産合計 78,268 86,226

負債純資産合計 111,263 115,680
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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 131,626 145,510

売上原価 126,402 131,154

売上総利益 5,224 14,355

販売費及び一般管理費 8,774 9,037

営業利益又は営業損失（△） △3,549 5,318

営業外収益   

受取利息 45 16

有価証券利息 9 10

受取配当金 2,020 6,002

その他 395 212

営業外収益合計 2,471 6,242

営業外費用   

支払利息 32 29

為替差損 23 201

固定資産廃棄損 181 106

その他 36 102

営業外費用合計 274 440

経常利益又は経常損失（△） △1,351 11,120

特別利益   

製品保証引当金戻入額 129 172

その他 7 －

特別利益合計 136 172

特別損失   

減損損失 51 126

事業構造改善引当金繰入額 972 －

災害損失 － 1,431

災害損失引当金繰入額 － 1,155

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 87

特別損失合計 1,023 2,800

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △2,238 8,491

法人税、住民税及び事業税 709 722

法人税等調整額 △2,251 △2,101

法人税等合計 △1,542 △1,379

当期純利益又は当期純損失（△） △696 9,870

㈱ケーヒン　（7251）　平成23年3月期　決算短信

－21－



２０１０年度　連結決算　　参考資料（1）

増 減 増減率

　売上高　　 （億円） 2,559.3 2,784.9 225.5 8.8%

　二輪・汎用製品 696.3 853.2 156.9 22.5%

　四輪製品 1,862.9 1,931.6 68.6 3.7%

　営業利益 （億円） 137.1 215.9 78.8 57.5%

　＜利益率＞ 5.4% 7.8%

　経常利益 （億円） 153.6 216.9 63.3 41.2%

　＜利益率＞ 6.0% 7.8%

　税引前利益 （億円） 142.3 195.7 53.3 37.5%

　少数株主持分 （億円） 26.6 27.6 0.9 3.6%

（億円） 76.3 123.2 46.9 61.5%

　＜利益率＞ 3.0% 4.4%

　１株当たり当期純利益 （円） 103.21 166.63 63.42 61.4%

　今決算の特徴

　営業利益増減要因 （億円）

　売上変動・構成差

　合理化

　原材料コスト

　研究開発費 

　減価償却費、労務費

 経費削減、事業再編他

　営業外損益増減要因 （億円）

　為替

　その他

　１米ドル 92.39

（円） 　１タイバーツ 2.73

　１中国元 13.67

　１インドルピー 1.98

 所在地別セグメント 売上高 （億円） 2,559.3 2,784.9 225.5 8.8%

　日本 1,324.6 1,464.5 139.9 10.6%

　米州 679.5 730.7 51.1 7.5%

　アジア 676.4 806.5 130.1 19.2%

　中国 306.5 341.4 34.9 11.4%

　欧州 52.7 57.9 5.1 9.9%

　連結調整 △ 460.5 △ 616.3 △ 155.8 －

営業利益 （億円） 137.1 215.9 78.8 57.5%

　日本 △ 27.1 71.0 98.2 －

　米州 18.1 33.5 15.4 85.0%

　アジア 95.9 117.1 21.2 22.2%

　中国 43.4 39.4 △ 4.0 △9.3%

　欧州 0.6 1.8 1.2 202.0%

　連結調整 6.2 △ 47.0 △ 53.2 －

　研究開発費 （億円） 141.5 150.8 9.3 6.6%

　設備投資 （億円） 93.6 113.1 19.4 20.8%

　減価償却費 （億円） 155.2 139.2 △ 16.0 △10.3%

　総資産 （億円） 1,937.4 1,935.5 △ 1.8 △0.1%

　現金及び現金同等物 （億円） 345.0 426.3 81.3 23.6%

　純資産 （億円） 1,365.0 1,409.2 44.2 3.2%

＊2010年度第１四半期から、所在地別セグメントを従来の4地域から5地域に変更しております。2009年度の実績は、ご参考として
5地域に組替えて表示しております。

84.7

27.5

△ 6.0

1.4

　為替（売上）レート

1.89

研究開発費の増加、円高による為替影響は
あったが、売上増、合理化効果及び事業所再
編効果などにより営業利益、経常利益とも大幅
な増益、当期純利益も東日本大震災の影響あ
るものの、増益となった。

2009年度
実 績

2010年度
実 績

　当期純利益

△ 15.4

2.75

12.88

　為替

85.16

△ 20.0

△ 16.8

4.3

△ 0.4

△ 11.3

78.8

2011年4月28日



2010年３月 2011年３月 2009年12月 2010年12月 2009年12月 2010年12月

出資比率 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

決算月 3月 3月 12月 12月 12月 12月

2009年12月 2010年12月 2010年３月 2011年３月 2010年３月 2011年３月

出資比率 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 51.00% 51.00%

決算月 12月 12月 3月 3月 3月 3月

2010年３月 2011年３月 2010年３月 2011年３月 2010年３月 2011年３月 2010年３月 2011年３月

出資比率 74.08% 74.08% 100.00% 100.00% 74.08%※1 74.08%※1 79.26%※２ 79.26%※２

決算月 3月 3月 3月 3月 3月 3月 3月 3月

2010年３月 2011年３月 2010年３月 2011年３月 2009年12月 2010年12月

出資比率 74.08%※1 74.08%※1 74.08%※1 74.08%※1 70.00% 70.00%

決算月 3月 3月 3月 3月 12月 12月

2009年12月 2010年12月 2010年３月 2011年３月 2010年３月 2011年３月 2009年12月 2010年12月

出資比率 51.00% 51.00% 74.00% 74.00% 74.00% 74.00% 57.02% 57.02%

決算月 12月 12月 3月 3月 3月 3月 12月 12月

2009年12月 2010年12月 2010年３月 2011年３月 2010年３月 2011年３月 2010年３月 2011年３月

出資比率 60.00% 85.00%※３ 78.10% 78.10% 78.10%※４ 78.10%※４ 100.00% 100.00%

決算月 12月 12月 3月 3月 3月 3月 3月 3月

－ 2010年12月

出資比率 － 100.00%

決算月 － 12月

2009年12月 2010年12月 2009年12月 2010年12月 2009年12月 2010年12月
出資比率 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
決算月 12月 12月 12月 12月 12月 12月

2010年３月 2011年３月 2009年12月 2010年12月

出資比率 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

決算月 3月 3月 12月 12月

※１　ｹｰﾋﾝﾉｰｽｱﾒﾘｶが100%保有しています。
※２　当社が20%、ｹｰﾋﾝﾉｰｽｱﾒﾘｶが80%保有しています。
※３　当社が25%、ｹｰﾋﾝｱｼﾞｱﾊﾞﾝｺｸが60%保有しています。
※４　ｹｰﾋﾝﾌｨﾘﾋﾟﾝｽﾞが100%保有しています。

２０１０年度　連結決算　参考資料（２）

ｹｰﾋﾝｵｰﾄﾊﾟｰﾂ（ﾌｨﾘﾋﾟﾝｽﾞ）

那須精機製作所  金津製作所  京浜総業

ｹｰﾋﾝｴｱｺﾝﾉｰｽｱﾒﾘｶ

 ｹｰﾋﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｱ・ﾄ・ﾞﾌﾞﾗｼﾞﾙ

米州（7社）

 ケーヒンパナルファ ケーヒンエフ・アイ・イー ケーヒン（タイランド）

ｹｰﾋﾝﾌｭｰｴﾙｼｽﾃﾑｽﾞ ｹｰﾋﾝｶﾛﾗｲﾅｼｽﾃﾑﾃｸﾉﾛｼﾞｰ

アジア（9社）

ｹｰﾋﾝﾐｼｶﾞﾝﾏﾆｭﾌｧｸﾁｭｱﾘﾝｸﾞ

台灣京濱化油器

欧州（2社）
ｹｰﾋﾝｾｰﾙｽｱﾝﾄﾞﾃﾞﾍﾞﾛｯﾌﾟﾒﾝﾄﾖｰﾛｯﾊﾟ

ﾋﾟｰﾃｨｰｹｰﾋﾝｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

 ケーヒンヨーロッパ

ｹｰﾋﾝｱｼﾞｱﾊﾞﾝｺｸ

中国（3社）
 南京京濱化油器 東莞京濱汽車電噴装置 京濱電子装置研究開発（上海）

 ケーヒンフィリピンズ

日本（6社）

ｹｰﾋﾝﾉｰｽｱﾒﾘｶ

ケーヒンワタリ ケーヒンエレクトロニクステクノロジー ケーヒンバルブ

ｹｰﾋﾝｵｰﾄﾊﾟｰﾂ（ﾀｲﾗﾝﾄﾞ）

ｹｰﾋﾝｱｲﾋﾟｰﾃｨｰﾏﾆｭﾌｧｸﾁｭｱﾘﾝｸﾞ

連 結 対 象 会 社(27社）
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