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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 91,771 8.4 5,461 107.1 5,340 132.7 3,328 182.0
22年3月期 84,681 △8.9 2,636 ― 2,294 ― 1,180 ―

（注）包括利益 23年3月期 3,803百万円 （96.6％） 22年3月期 1,935百万円 （―％）

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 62.74 ― 31.1 9.4 6.0
22年3月期 22.24 ― 13.8 3.9 3.1

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  235百万円 22年3月期  114百万円

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 55,066 14,896 22.1 229.23
22年3月期 59,116 11,516 15.6 173.94

（参考） 自己資本   23年3月期  12,162百万円 22年3月期  9,229百万円

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 9,643 △2,918 △6,232 8,940
22年3月期 8,616 △1,801 △4,805 8,864

2.  配当の状況 

 

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

24年3月期(予想) ― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

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月期の連結業績予想につきましては、現時点で合理的な業績予想の算定が困難なことから、未定のため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(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） ： 無  

(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「表示方法の変更」及び「追加情報」をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

(注)１株当たり当期純利益(連結)の算定の基礎となる株式数については、P.23「１株当たり情報」をご覧下さい。 

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 53,171,286 株 22年3月期 53,171,286 株

② 期末自己株式数 23年3月期 114,816 株 22年3月期 110,212 株

③ 期中平均株式数 23年3月期 53,058,916 株 22年3月期 53,065,099 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 54,086 5.8 2,201 133.4 2,014 175.0 1,498 261.7
22年3月期 51,129 △7.7 943 ― 732 ― 414 ―

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 28.24 ―

22年3月期 7.81 ―

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 36,342 8,815 24.3 166.16
22年3月期 37,962 7,318 19.3 137.93

（参考） 自己資本 23年3月期  8,815百万円 22年3月期  7,318百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
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に対する監査手続が実施中です。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報およ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。なお、上記記述に関する事項は、添付資料P.2「１.経営成績(１)経営成績に関する分析」
をご覧下さい。 
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（1）経営成績に関する分析 

①当期の業績概況  

 当期における我が国経済は、各種政策効果を背景に回復に向けての動きが見られましたが、円高傾向の長期化、厳

しい雇用情勢、さらには東日本大震災の影響などにより先行き不透明な状況が続いております。 

 当社グループが関連する自動車業界におきましては、国内の新車販売台数は、上半期に新車購入支援策による効果

があったものの、下半期には購入支援策の内エコカー補助金打切りによる反動減と東日本大震災の影響があったこと

で前期に比べ減少いたしました。 

 一方、輸出を含めた国内の総生産台数につきましては、輸出の好調により前期に比べ増加となりました。また、海

外の新車販売台数につきましては、欧州を除く米国・中国・インド等で前期に比べ増加しました。 

 このような経営環境下で、当社グループの当期の連結売上高は917億７千１百万円（前期比70億８千９百万円、

8.4％増）となりました。 

 損益につきましては、増収効果に加えて、徹底的な合理化活動を実施したこと等により、営業利益は54億６千１百

万円（前期比28億２千４百万円、107.1％増）となりました。経常利益は、支払利息及び為替差損が発生したもの

の、営業利益段階での増加に加え、持分法による投資利益等もあり、53億４千万円（前期比30億４千５百万円、

132.7％増）となり、当期純利益は33億２千８百万円（前期比21億４千８百万円、182.0％増）と各利益とも前期と比

べ大幅な増益となりました。  

  

②当期のセグメント別の概況 

 ・報告セグメント分野別売上高     

                          （金額単位：百万円未満切捨） 

  

 ・連結損益計算書 

                         （金額単位：百万円未満切捨）  

  

１．経営成績

   23年３月期 

  売上高 ウェイト（％） 

ステアリングコラム事業  42,845  46.7

シート部品事業  34,720  37.8

パワートレイン部品事業  14,205  15.5

合計  91,771  100.0

  連結売上高 91,771   （前期 84,681  ）  

  連結営業利益 5,461   （前期 2,636   ） 

  連結経常利益 5,340   （前期 2,294  ） 

  連結税金等調整前当期純利益 4,647   （前期 2,040   ） 

  連結当期純利益 3,328   （前期 1,180  ） 



  ③次期の見通し 

 当期については震災の影響は軽微だったものの、次期においてはその影響が避けられず完成車メーカーの操業水準

の見通しが困難なため、現時点では合理的な業績予想の算定が困難であり、未定としております。 

 業績予想の開示が可能となった時点で速やかに開示いたします。  

  

  （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総資産額は、前連結会計年度末に比べ40億５千万円（6.9％）減少し、550億６千６百万円とな

りました。これは主に、受取手形及び売掛金21億６百万円、有形固定資産が21億４千６百万円、それぞれ減少したこ

と等によるものであります。 

 負債につきましては前連結会計年度末に比べ74億３千万円（15.6％）減少し、401億６千９百万円となりました。

これは主に支払手形及び買掛金が14億６千万円、短期借入金が38億８千８百万円、長期借入金が32億１千９百万円そ

れぞれ減少したこと等によるものであります。 

 純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ33億７千９百万円（29.3％）増加し、148億９千６百万円となり

ました。これは主に、為替調整換算勘定４億６千４百万円減少したものの、利益剰余金が33億９千８百万円、少数株

主持分が４億４千６百万円それぞれ増加したこと等によるものであります。 

                         （金額単位：百万円未満切捨） 

  流動資産 31,426   （前期末比 △2,137）  

  固定資産 23,639   （前期末比 △1,914）  

  総資産 55,066   （前期末比 △4,050）  

  負債 40,169   （前期末比 △7,431）  

 純資産 14,896  （前期末比 3,380） 

  自己資本 12,162   （前期末比 2,933）  

  自己資本比率（％） 22.1   （前期末比 6.5）  



 ②キャッシュ・フローの状況  

  当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、89億４千万円となり前年同期と比べ

７千６百万円（0.8％）増加いたしました。 

 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は、次の通りであります。 

（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、96億４千３百万円（前期比10億２千７百万円増）となりました。これは主に、仕

入債務の減少による資金の減少が34億６千７百万円、減価償却費の減少による資金の減少が６億６千８百万円あった

ものの、税金等調整前当期純利益の増加による資金の増加が26億７百万円、売上債権の減少による資金の増加が30億

６千４百万円あったこと等によります。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動に使用した資金は、29億１千８百万円（前期比11億１千６百万円減）となりました。これは主に、設備投

資等の有形固定資産の取得による支出が25億１千１百万円あったこと等によります。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動に使用した資金は、62億３千２百万円（前期比14億２千７百万円減）となりました。これは主に、短期借

入金及び長期借入金の純減少額がそれぞれ11億６千３百万円、２億９千万円あったこと等によります。 

  

   （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）株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式総数をベースに算出しております。 

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

（注４）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 

 剰余金の配当については、事業年度毎の損益状況、事業展開の計画とその推移及び配当性向等を総合的に勘案し、

安定した配当を行っていくことを基本としております。また、キャッシュ・フローは長期的な視点での投資効率を考

慮しながら国内外の設備投資に活用し、併せて外部負債の返済等にも充当していく所存であります。 

 当期の配当につきましては、当期純利益を計上することはできましたが、利益剰余金の欠損解消まで至らず、見送

りを予定しております。 

 次期の年間配当につきましては、当面業績の急激な回復が見込まれないこと及び今後予想される経営環境の変化に

対応すべく内部留保の充実を図るため、見送りを予定しております。 

   

（4）事業等のリスク 

 近の有価証券報告書（平成22年６月25提出）における記載から、新たに顕在化した伝達すべきリスクはありませ

んので記載を省略しております。      

  

  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（％） 13.7   15.6    22.1  

  時価ベースの自己資本比率（％） 10.4   28.8    29.0  

  キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 4.8   2.9    1.3  

  インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 7.5   15.6    24.3  



 近の有価証券報告書（平成22年６月25日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状況」

から重要な変更がないため、開示を省略しております。  

   

(1）会社の経営の基本方針 

 当社グループは、「誰からも喜ばれる専門メーカーになる」を基本理念として掲げ、品質 優先に徹し、人と車の

安全と快適さを追求した魅力ある製品を作るべく全社を挙げて努力しております。「品質」と「環境」および「コス

ト」を基軸として適正利潤を確保し、グローバルでの地域社会に貢献することにより、お客様、株主、地域社会、協

力メーカー、従業員を含めた全てのステークホルダーの皆様に喜んでいただき、永続的に発展する企業となることを

目指してまいります。 

  

(2）目標とする経営指標 

 当社グループは、永続的に発展する企業となることを目指すなかで自動車部品業界で勝ち残るためには一定の事業

規模が必要であるとの認識から2015年度に連結売上高1000億円以上の達成と適正な利益水準の確保を経営目標といた

しました。 

  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 当社グループは、前期においてリーマンショックを乗り切り、当期は緩やかな景気回復による売上高増収の効果と

徹底的な合理化活動の実施等により、過去 高の黒字額を計上することができました。 

 このような環境下において、当社グループは2015年度の経営目標を達成させるべく現行中期経営計画を見直し、

「2011～2013年度中期経営計画」を策定いたしました。来期から始まる３年間の基本戦略は、当期のボリュームに依

存しない戦略から継続的な成長を目指すことに戦略を変換いたしました。  

  具体的には、前期から着手しました構造改革を引き続き推進し体質改善を図ると共に、各事業本部による成長戦略

 を着実に実行していく方針であります。 

  また、永続的に発展する企業を目指していくために、新製品・新工法の開発及び人材の育成につきましては継続し

 て強化してまいります。  

   

(4）会社の対処すべき課題 

 当社グループは、２期連続の黒字を計上することはできましたがバランスシートにつきましてはいまだ改善すべき

状態にあり今後も着実な利益の積上げが必要であります。 

   そのために、短期的には今般の東日本大震災による影響を払拭し、安定的な供給体制を確保するために適切な対応

  を取ってまいります。 

   また、国内の経済環境は引き続きデフレ経済下にあり、経済成長は海外の新興国を中心に進展するとの認識から海

  外事業運営の強化が今後の対処すべき課題であります。 

   以上の課題に対して積極果敢に挑戦し課題解決を図ることによって、グローバル競争を勝ち抜いていく所存であり

  ます。    

２．企業集団の状況

３．経営方針



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 8,996 8,759

受取手形及び売掛金 17,911 15,805

有価証券 342 381

商品及び製品 1,394 1,520

仕掛品 1,760 1,633

原材料及び貯蔵品 2,343 1,994

前渡金 234 －

繰延税金資産 48 484

その他 724 961

貸倒引当金 △192 △113

流動資産合計 33,563 31,426

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,920 6,225

機械装置及び運搬具（純額） 10,029 7,429

土地 3,892 5,243

建設仮勘定 478 612

その他（純額） 1,320 984

有形固定資産合計 22,641 20,495

無形固定資産   

のれん 20 13

その他 1,157 813

無形固定資産合計 1,178 827

投資その他の資産   

投資有価証券 1,250 1,945

長期貸付金 31 25

繰延税金資産 59 56

その他 390 289

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 1,732 2,317

固定資産合計 25,553 23,639

資産合計 59,116 55,066



（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 14,005 12,544

短期借入金 12,529 8,640

未払法人税等 200 658

製品保証引当金 542 495

未払費用 2,990 3,811

その他 2,138 2,286

流動負債合計 32,406 28,437

固定負債   

長期借入金 12,563 9,343

繰延税金負債 286 271

退職給付引当金 950 1,165

役員退職慰労引当金 142 136

損害賠償損失引当金 265 216

環境対策引当金 － 56

その他 986 541

固定負債合計 15,193 11,731

負債合計 47,600 40,169

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,985 5,985

資本剰余金 4,791 4,791

利益剰余金 △1,556 1,842

自己株式 △32 △33

株主資本合計 9,188 12,585

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △0 0

為替換算調整勘定 40 △423

その他の包括利益累計額合計 40 △423

少数株主持分 2,287 2,734

純資産合計 11,516 14,896

負債純資産合計 59,116 55,066



（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 84,681 91,771

売上原価 72,960 77,003

売上総利益 11,720 14,767

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 1,577 1,560

給料及び賃金 3,511 3,465

退職給付費用 233 241

減価償却費 307 249

研究開発費 905 1,010

その他 2,548 2,778

販売費及び一般管理費合計 9,083 9,305

営業利益 2,636 5,461

営業外収益   

受取利息 26 39

受取配当金 0 0

持分法による投資利益 114 235

雑収入 360 424

営業外収益合計 501 699

営業外費用   

支払利息 552 398

為替差損 73 249

雑損失 218 173

営業外費用合計 843 821

経常利益 2,294 5,340

特別利益   

固定資産売却益 4 0

貸倒引当金戻入額 42 －

製品保証引当金戻入額 228 －

その他 141 95

特別利益合計 417 95

特別損失   

固定資産除却損 137 399

ソフトウェア開発費用 － 201

減損損失 331 －

事業構造改善費用 158 －

環境対策引当金繰入額 － 47

災害による損失 － 139

その他 45 －

特別損失合計 672 788

税金等調整前当期純利益 2,040 4,647



（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、住民税及び事業税 189 860

法人税等還付税額 △74 －

法人税等調整額 100 △448

法人税等合計 215 411

少数株主損益調整前当期純利益 － 4,235

少数株主利益 644 907

当期純利益 1,180 3,328



（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 － 4,235

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － 0

為替換算調整勘定 － △361

持分法適用会社に対する持分相当額 － △70

その他の包括利益合計 － ※2  △431

包括利益 － ※1  3,803

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － 2,680

少数株主に係る包括利益 － 1,122



（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 5,985 5,985

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,985 5,985

資本剰余金   

前期末残高 4,791 4,791

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,791 4,791

利益剰余金   

前期末残高 △2,736 △1,556

当期変動額   

当期純利益 1,180 3,328

連結範囲の変動 － 69

当期変動額合計 1,180 3,398

当期末残高 △1,556 1,842

自己株式   

前期末残高 △31 △32

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △1

当期変動額合計 △0 △1

当期末残高 △32 △33

株主資本合計   

前期末残高 8,009 9,188

当期変動額   

当期純利益 1,180 3,328

自己株式の取得 △0 △1

連結範囲の変動 － 69

当期変動額合計 1,179 3,397

当期末残高 9,188 12,585



（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 △0 △0

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 0 0

当期変動額合計 0 0

当期末残高 △0 0

為替換算調整勘定   

前期末残高 △69 40

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 110 △464

当期変動額合計 110 △464

当期末残高 40 △423

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 △70 40

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 110 △464

当期変動額合計 110 △464

当期末残高 40 △423

少数株主持分   

前期末残高 1,684 2,287

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 602 446

当期変動額合計 602 446

当期末残高 2,287 2,734

純資産合計   

前期末残高 9,623 11,516

当期変動額   

当期純利益 1,180 3,328

自己株式の取得 △0 △1

連結範囲の変動 － 69

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 713 △17

当期変動額合計 1,893 3,379

当期末残高 11,516 14,896



（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 2,040 4,647

減価償却費 4,316 3,648

減損損失 331 －

のれん償却額 45 6

持分法による投資損益（△は益） △114 △235

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5 △5

退職給付引当金の増減額（△は減少） 91 260

貸倒引当金の増減額（△は減少） △168 △56

製品保証引当金の増減額（△は減少） △219 △20

受取利息及び受取配当金 △26 △40

支払利息 552 398

為替差損益（△は益） 31 52

有形固定資産売却損益（△は益） △54 △9

有形固定資産除却損 122 －

固定資産除却損 － 406

売上債権の増減額（△は増加） △1,930 1,134

たな卸資産の増減額（△は増加） 898 △45

その他の流動資産の増減額（△は増加） △340 △17

仕入債務の増減額（△は減少） 2,876 △591

未払費用の増減額（△は減少） 302 655

その他の流動負債の増減額（△は減少） 477 119

未払消費税等の増減額（△は減少） △44 48

その他 △73 56

小計 9,121 10,410

利息及び配当金の受取額 29 84

利息の支払額 △552 △396

法人税等の支払額 △64 △455

法人税等の還付額 81 0

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,616 9,643

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △1,643 △2,511

有形固定資産の売却による収入 311 163

無形固定資産の取得による支出 △138 △229

投資有価証券の取得による支出 － △542

貸付けによる支出 △15 △9

貸付金の回収による収入 14 14

その他 △330 196

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,801 △2,918



（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) 

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） △1,946 △3,110

長期借入れによる収入 3,160 3,630

長期借入金の返済による支出 △5,812 △6,572

リース債務の返済による支出 △153 △66

少数株主への配当金の支払額 △52 △112

その他 △0 1

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,805 △6,232

現金及び現金同等物に係る換算差額 △7 △416

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,000 76

現金及び現金同等物の期首残高 6,863 8,864

現金及び現金同等物の期末残高 8,864 8,940



 該当事項はありません。 

   

  

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）  

  

当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

※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  

  

(5)継続企業の前提に関する注記

(6）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）  

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。 

(7）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。 

(8）連結財務諸表に関する注記事項

（連結包括利益計算書関係）

親会社株主に係る包括利益 1,330百万円 

少数株主に係る包括利益 605百万円 

 計  1,935百万円 

その他有価証券評価差額金 0百万円 

為替換算調整勘定  97百万円 

持分法適用会社に対する持分相当額 12百万円 

 計  110百万円 



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） 

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 

     （注）普通株式の自己株式数の増加６千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。     

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

       該当事項はありません。 

  

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

        該当事項はありません。 

  

(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 

        該当事項はありません。 

  

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 

     （注）普通株式の自己株式数の増加４千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。     

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

       該当事項はありません。 

  

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

        該当事項はありません。 

  

(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 

        該当事項はありません。 

  

（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（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式         

普通株式  53,171  －  －  53,171

合計  53,171  －  －  53,171

自己株式         

普通株式（注）  103  6  －  110

合計  103  6  －  110

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式         

普通株式  53,171  －  －  53,171

合計  53,171  －  －  53,171

自己株式         

普通株式（注）  110  4  －  114

合計  110  4  －  114



   上記を除く連結貸借対照表関係および連結損益計算書関係、連結キャッシュフロー計算書関係、リース取引関係、

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、税効果会計関係、賃貸等不動産関係、関連当

事者との取引関係等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

示を省略いたします。 

   なお、当該注記事項に関しては、平成23年６月24日提出予定の有価証券報告書に記載しており、『金融商品取引法

に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム』（EDINET） でご覧いただくことができます。 

  

（開示の省略）



  

 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．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各区分の主な製品 

(1）自動車部品事業 

1）ステアリング部品事業 ステアリングコラム、インタミディエイトシャフト 

2）シート部品事業    リクライナー、ハイトアジャスター、シートスライド 

3）シフター部品事業   オートマチックトランスミッションシフター、マニュアルトランスミッション

シフター 

4）機関駆動部品事業   プーリー、ドライブプレート 

5）大型車部品事業    トラック用ロッカーバルブ、トラック用Ｕボルト 

6）その他自動車部品事業 アクセルペダル 

(2) 非自動車部品事業     半導体自動試験装置、熱抵抗測定装置、テトラパック製造機 

３．会計方針の変更 

  （前連結会計年度） 

   該当事項はありません。 

４．追加情報 

  （前連結会計年度） 

該当事項はありません。 

（セグメント情報等）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  

自動車部品事業
非自動車部
品事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全
社 
（百万円）

連結
（百万円）

ステアリン
グ部品事業 
（百万円） 

シート部品
事業 
（百万円） 

シフター部
品事業 
（百万円） 

機関駆動部
品事業 
（百万円）

大型車部品
事業 
（百万円）

その他自動
車部品事業 
（百万円）

小計
（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  40,365  30,102  6,128 5,120 817 716 83,250  1,430  84,681 － 84,681

(2)セグメント間の

内部売上高又は

振替高 
 －  －  － － － － －  －  － － －

計  40,365  30,102  6,128 5,120 817 716 83,250  1,430  84,681 － 84,681

営業費用  38,905  29,595  5,485 4,871 895 719 80,472  1,571  82,044 － 82,044

営業利益又は営業

損失（△）  1,460  506  642 249 △78 △3 2,777  △140  2,636 － 2,636

Ⅱ 資産、減価償却費

及び資本的支出                       

資産  27,671  21,855  4,690 2,002 766 464 57,450  1,666  59,116 － 59,116

減価償却費  2,228  1,644  241 80 51 15 4,261  54  4,316 － 4,316

減損損失  171  154  0 4 － 0 331  －  331 － 331

資本的支出  768  653  354 53 55 20 1,906  28  1,934 － 1,934



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 

(1) 北米    ……米国 

(2) ヨーロッパ ……フランス、スウェーデン、チェコ 

(3) その他の地域 ……中国、インドネシア、タイ 

３．消去又は全社の項目に含めている全社資産はありません。 

４．会計方針の変更  

 （前連結会計年度） 

  該当事項はありません。 

５．追加情報 

 （前連結会計年度） 

該当事項はありません。 

  

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） 

 （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あります。 

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）国又は地域の区分の方法は、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 

(イ)北米    ……米国、カナダ 

(ロ)ヨーロッパ………フランス、スウェーデン、ドイツ 

(ハ)その他の地域……中国、インドネシア、タイ    

  

ｂ．所在地別セグメント情報

  
日本 

（百万円） 
北米 

（百万円） 
ヨーロッパ
 （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               

売上高               

(1)外部顧客に対する売

上高 
 51,025 8,941 16,489 8,224  84,681  － 84,681

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 5,090 15 0 1  5,108 (5,108) －

計  56,116 8,957 16,490 8,226  89,789 (5,108) 84,681

営業費用  54,977 9,030 15,912 7,283  87,204 (5,160) 82,044

営業利益又は 

営業損失（△） 
 1,138 △73 577 942  2,585 (△51) 2,636

Ⅱ 資産  38,683 5,980 10,404 6,753  61,822 (2,705) 59,116

ｃ．海外売上高

  北米 ヨーロッパ その他の地域 計

Ⅰ．海外売上高（百万円）  9,055  15,958  9,313  34,327

Ⅱ．連結売上高（百万円）      84,681

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の割

合（％） 
 10.7  18.8  11.0  40.5



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、ステアリングコラム事業及びシート事業並びにパワートレイン事業の３事業本部により構成されてい

ることから、各事業本部を報告セグメントとしております。 

  

 各報告セグメントに属する製品 

  

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  

 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） 

                                        （単位:百万円）  

  

ｄ．セグメント情報

本部 製品 

 ステアリングコラム事業  ステアリングコラム、インタミディエイトシャフト 

 シート事業  リクライナー、ハイトアジャスター、シートスライド 

 パワートレイン事業 

 オートマチックトランスミッションシフター、マニュアルトランスミッ  

 ションシフター  

 プーリー、ドライブプレート、トラック用ロッカーバルブ、トラック用  

 Ｕボルト、アクセルペダル、半導体自動試験装置、熱抵抗測定装置 

  

 報告セグメント 
合計 

  

調整額 

  

連結財務諸表

計上額 

 (注） 
ステアリング

コラム事業 
シート事業

パワートレイ

ン事業 

 売上高                      

 外部顧客への売上高  40,379  30,088 14,213  84,681 － 84,681

 セグメント間の内部 

 売上高又は振替高 
－ － － － － － 

計   40,379 30,088 14,213  84,681 － 84,681

 セグメント利益  1,488    716 431  2,636 － 2,636

 セグメント資産  27,671    21,855 9,590  59,116 － 59,116

その他の項目  

  

 減価償却費 

  

 持分法適用会社への投資額 

  

 有形固定資産及び無形固定資産 

 の増加額 

  

2,228

565

768

  

 

1,644

－

653

443

140

512

  

 

 

 

 

 

4,316

706

1,934

  

－ 

 

－ 

  

－ 

  

4,316

706

1,934



 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）  

 (注)報告セグメントの利益の金額の合計額は連結損益計算書計上額(営業利益)と一致しております。  

  

（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）お

よび「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。  

  

 報告セグメント 
合計 

  

調整額 

  

連結財務諸表

計上額 

 (注） 
ステアリング

コラム事業 
シート事業

パワートレイ

ン事業 

 売上高                      

 外部顧客への売上高  42,884  34,720 14,166  91,771 － 91,771

 セグメント間の内部 

 売上高又は振替高 
－ － － － － － 

計   42,884 34,720 14,166  91,771 － 91,771

 セグメント利益  2,634    1,835 991  5,461 － 5,461

 セグメント資産  25,088    20,275 9,702  55,066 － 55,066

その他の項目  

  

 減価償却費 

  

 持分法適用会社への投資額 

  

 有形固定資産及び無形固定資産 

 の増加額 

  

1,951

629

1,031

   1,426

450

946

270

125

1,225

 

 

 

 

 

3,648

1,205

3,203

－ 

 

－ 

 

－ 

3,648

1,205

3,203



（１）所在地別セグメント情報  

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．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 

(1) 北米………………米国 

(2) ヨーロッパ………フランス、スウェーデン、チェコ 

(3) 中国………………中国 

(3) その他の地域……インドネシア、タイ 

  

  

ｅ．補足情報

  
日本 

（百万円） 
北米 

（百万円） 
ヨーロッパ
 （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） 

   売上高及び 

  営業損益 
                

売上高                 

(1)外部顧客に対

する売上高 
55,745  10,413 15,814 6,705 3,092  91,771  － 91,771

(2)セグメント間

の内部売上高

又は振替高 
4,645  24 10 － 326  5,006 △5,006 －

計 60,391  10,437 15,824 6,705 3,419  96,777 △5,006 91,771

営業費用 58,060  9,986 14,640 5,555 3,080  91,323 △5,014 86,309

営業利益又は 

営業損失

（△） 
2,330  451 1,184 1,149 338  5,454 7 5,461



 （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。 

  

（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)１株当たりの純資産額   円 銭173 94

(2)１株当たりの当期純利益金額 円 銭22 24

(1)１株当たりの純資産額   円 銭229 23

(2)１株当たりの当期純利益金額 円 銭62 74

 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) 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益（百万円）  1,180  3,328

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） 

  

 1,180  3,328

期中平均株式数（千株）  53,065  53,058

（重要な後発事象）



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 5,310 4,818

受取手形 81 93

売掛金 11,174 9,297

商品及び製品 634 694

仕掛品 683 769

原材料及び貯蔵品 397 356

前渡金 199 －

短期貸付金 496 80

未収入金 403 568

繰延税金資産 － 400

その他 52 157

貸倒引当金 △14 △9

流動資産合計 19,417 17,227

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 3,475 3,230

構築物（純額） 469 417

機械及び装置（純額） 4,472 3,680

車両運搬具（純額） 4 2

工具、器具及び備品（純額） 624 419

土地 2,948 4,323

リース資産（純額） 429 362

建設仮勘定 315 313

有形固定資産合計 12,740 12,751

無形固定資産   

借地権 173 198

施設利用権 10 9

ソフトウエア 90 110

ソフトウエア仮勘定 646 310

無形固定資産合計 919 629

投資その他の資産   

投資有価証券 51 51

関係会社株式 4,177 4,907

関係会社長期貸付金 － 445

従業員に対する長期貸付金 22 －

長期前払費用 50 56

繰延税金資産 － 28

その他 582 245

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 4,884 5,734

固定資産合計 18,544 19,115

資産合計 37,962 36,342



（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 4,619 5,110

買掛金 4,966 3,962

短期借入金 3,600 1,000

1年内返済予定の長期借入金 4,403 4,233

未払金 181 594

未払費用 2,075 2,389

未払法人税等 98 526

前受金 444 －

預り金 39 63

製品保証引当金 354 272

固定資産購入支払手形 86 341

その他 62 66

流動負債合計 20,931 18,560

固定負債   

長期借入金 8,553 7,700

リース債務 406 343

退職給付引当金 555 764

役員退職慰労引当金 116 101

環境対策引当金 － 56

繰延税金負債 80 －

固定負債合計 9,712 8,967

負債合計 30,643 27,527

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,985 5,985

資本剰余金   

資本準備金 4,791 4,791

資本剰余金合計 4,791 4,791

利益剰余金   

利益準備金 709 709

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 119 99

保険差益圧縮積立金 1 1

別途積立金 3,196 3,196

繰越利益剰余金 △7,453 △5,934

利益剰余金合計 △3,426 △1,928

自己株式 △32 △33

株主資本合計 7,318 8,815

純資産合計 7,318 8,815

負債純資産合計 37,962 36,342



（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   

製品売上高 50,852 53,786

商品売上高 276 300

売上高合計 51,129 54,086

売上原価   

製品期首たな卸高 670 634

当期製品製造原価 43,675 45,076

当期商品仕入高 271 294

合計 44,617 46,005

製品期末たな卸高 634 694

売上原価 43,982 45,310

売上総利益 7,146 8,776

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 1,400 1,375

役員報酬 136 160

給料及び賃金 1,602 1,986

退職給付費用 192 228

役員退職慰労引当金繰入額 42 21

福利厚生費 259 311

減価償却費 185 151

賃借料 221 213

旅費及び交通費 100 139

研究開発費 872 944

貸倒引当金繰入額 9 －

その他 1,180 1,040

販売費及び一般管理費合計 6,203 6,574

営業利益 943 2,201

営業外収益   

受取利息 27 15

受取配当金 127 299

受取賃貸料 210 139

雑収入 111 87

営業外収益合計 476 542

営業外費用   

支払利息 259 234

貸与資産原価 193 157

為替差損 124 272

雑損失 109 65

営業外費用合計 687 729

経常利益 732 2,014



（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) 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 5

固定資産売却益 4 0

関係会社事業損失引当金戻入額 458 －

投資損失引当金戻入額 － 187

受取補償金 － 95

その他 52 －

特別利益合計 515 289

特別損失   

固定資産除却損 131 399

ソフトウェア開発費用 － 201

減損損失 331 －

投資損失引当金繰入額 326 －

環境対策引当金繰入額 － 47

災害による損失 － 139

その他 23 －

特別損失合計 812 788

税引前当期純利益 435 1,514

法人税、住民税及び事業税 48 525

法人税等還付税額 △9 －

法人税等調整額 △17 △509

法人税等合計 21 16

当期純利益 414 1,498



（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 5,985 5,985

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,985 5,985

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 4,791 4,791

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,791 4,791

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 709 709

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 709 709

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 146 119

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △26 △20

当期変動額合計 △26 △20

当期末残高 119 99

保険差益圧縮積立金   

前期末残高 2 1

当期変動額   

保険差益圧縮積立金の取崩 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 1 1

別途積立金   

前期末残高 3,196 3,196

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,196 3,196

繰越利益剰余金   

前期末残高 △7,894 △7,453

当期変動額   

当期純利益 414 1,498

固定資産圧縮積立金の取崩 26 20

保険差益圧縮積立金の取崩 0 0

当期変動額合計 440 1,519

当期末残高 △7,453 △5,934



（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) 

利益剰余金合計   

前期末残高 △3,840 △3,426

当期変動額   

当期純利益 414 1,498

当期変動額合計 414 1,498

当期末残高 △3,426 △1,928

自己株式   

前期末残高 △31 △32

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △1

当期変動額合計 △0 △1

当期末残高 △32 △33

株主資本合計   

前期末残高 6,905 7,318

当期変動額   

当期純利益 414 1,498

自己株式の取得 △0 △1

当期変動額合計 413 1,497

当期末残高 7,318 8,815

純資産合計   

前期末残高 6,905 7,318

当期変動額   

当期純利益 414 1,498

自己株式の取得 △0 △1

当期変動額合計 413 1,497

当期末残高 7,318 8,815



 該当事項はありません。 

  

前事業年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式数の増加６千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

  

当事業年度（自平成22年４月１日 至平成23年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式数の増加４千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

  

(4）継続企業の前提に関する注記

(5）個別財務諸表に関する注記事項

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末株式
数（千株） 

当事業年度増加株
式数（千株） 

当事業年度減少株
式数（千株） 

当事業年度末株式
数（千株） 

普通株式（注）  103  6  －  110

合計  103  6  －  110

  
前事業年度末株式
数（千株） 

当事業年度増加株
式数（千株） 

当事業年度減少株
式数（千株） 

当事業年度末株式
数（千株） 

普通株式（注）  110  4  －  114

合計  110  4  －  114



 （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。 

  

（１株当たり情報）

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) 

１株当たりの純資産額 円 銭137 93

１株当たりの当期純利益金額 円 銭7 81

１株当たりの純資産額 円 銭166 16

１株当たりの当期純利益金額 円 銭28 24

 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) 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益（百万円）  414  1,498

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）  414  1,498

期中平均株式数（千株）  53,065  53,058

（重要な後発事象）



役員の異動

平成２３年６月２３日付予定

① 代表取締役及び取締役(執行役員兼務）(◎印は新任○印は昇任）

　　氏　　名 　新役職

◎     久    田    修    義    　代表取締役社長 　株式会社ジェイテクト専務取締役

    高    橋       昇 　代表取締役副社長 　代表取締役副社長

    工    藤    恭    一 　取締役専務執行役員 　取締役専務執行役員

    福    田       譲 　取締役専務執行役員

    山    崎    清    彦 　取締役専務執行役員 　取締役専務執行役員

○     青    澤    重    高 　取締役専務執行役員 　取締役常務執行役員

◎○     杉    本    尚    康 　取締役専務執行役員 　常務執行役員

② 監査役(◎印は新任）

　　氏　　名 　新役職

　  長 谷 川　     達 　監査役（常勤） 　監査役（常勤）

    山    田    隆    哉 　監査役（非常勤） 　監査役（非常勤）

　  齊    藤　　 　潔 　監査役（非常勤） 　監査役（非常勤）

◎ 　  桑    木        肇 　監査役（非常勤） 　公認会計士、ダイベア株式会社監査役

③ 退任取締役

　　氏　　名 　新役職 　現役職

    西    塚    勝    幸 　相談役 　代表取締役社長

    栗    原    信    博 　顧問 　取締役専務執行役員

６．その他

　現役職

　取締役専務執行役員

　現役職



④ 執行役員(◎印は新任○印は昇任）

　　氏　　名 　新役職 　現役職

    加    藤    圭    介   常務執行役員 　常務執行役員

○     栂    野    憲    夫   常務執行役員   執行役員

○     石    川        毅 　常務執行役員

◎     北    川    忠    明 　執行役員　　

    松    島    孝    男   執行役員   執行役員

    西    村        悟 　執行役員 　執行役員

    川    鍋    茂    樹 　執行役員 　執行役員

    内    田    隆    彦 　執行役員 　執行役員

    鈴    木        剛 　執行役員 　執行役員

    池  ヶ  谷     勲 　執行役員 　執行役員

    山    田    悟    央 　執行役員 　執行役員

    加    藤    治    司 　執行役員 　執行役員

    高    柳    守    孝 　執行役員 　執行役員

    山    本    豊    文 　執行役員 　執行役員

⑤ 退任執行役員

　　　　氏　　名 　新役職 　現役職

    山    本    喜    宣 SFKK社長

　　　　　以　　　　上

　執行役員

　執行役員（ＳＦＫＫ社長）

株式会社ジェイテクト
ステアリング事業本部豊橋工場　工場長
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