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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 233,381 12.4 8,895 ― 8,062 ― 122 ―
22年3月期 207,657 △23.5 △2,370 ― △616 ― △8,593 ―

（注）包括利益 23年3月期 △473百万円 （―％） 22年3月期 △313百万円 （―％）

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 1.62 ― 0.2 5.0 3.8
22年3月期 △113.11 ― △11.8 △0.4 △1.1

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  281百万円 22年3月期  234百万円

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 158,340 82,753 42.8 892.75
22年3月期 167,247 85,054 42.2 929.52

（参考） 自己資本   23年3月期  67,820百万円 22年3月期  70,613百万円

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 16,557 △10,340 △6,572 12,846
22年3月期 15,047 △8,846 1,193 12,449

2.  配当の状況 

(注)24年3月期の配当予想は未定です。 

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
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、現時点で合理的な算定が困難であるため、記載していません。今後予想が可能となった時点において、速や
かに開示します。 
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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．14「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」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 76,020,019 株 22年3月期 76,020,019 株
② 期末自己株式数 23年3月期 52,546 株 22年3月期 52,260 株
③ 期中平均株式数 23年3月期 75,967,695 株 22年3月期 75,967,896 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 114,997 9.5 △833 ― 1,657 ― △1,283 ―
22年3月期 104,972 △22.5 △5,001 ― △3,039 ― △8,544 ―

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 △16.89 ―
22年3月期 △112.47 ―

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 99,796 50,469 50.6 664.36
22年3月期 101,576 52,058 51.3 685.27

（参考） 自己資本 23年3月期  50,469百万円 22年3月期  52,058百万円

※ 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
きは終了していません。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 業績予想の前提となる条件については、添付資料Ｐ．2「１．経営成績 (1)連結経営成
績に関する分析」をご覧ください。 
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（１）連結経営成績に関する分析 

①当期の成績 

当連結会計年度（平成22年４月１日から平成23年３月31日までの12ヶ月間）における当社グループを取り巻く

経済情勢は、景気は、各国の刺激策の効果により、米国では回復し、また、欧州では総じて持ち直し、アジアに

おいては、中国およびインドでは内需を中心に拡大し、その他のアジア地域においても回復しました。 

一方、日本においては、景気は、持ち直しに転じていましたが、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、その動きが弱まりました。 

自動車市場におきましては、北米、欧州では、市場の回復に牽引され生産・販売ともに前年を上回りました。

また、アジアにおいては、中国、インドをはじめとした市場が拡大しました。日本においては、新車買換え支援

策等優遇政策終了後の需要の冷え込み、及び東日本大震災の影響がありましたが、世界全体では生産・販売とも

に前年を上回りました。 

こうした情勢のもと、当社グループは、「生産基盤の再構築」、「収益性の改善」を経営課題と掲げ、企業体

質の強化を目指し継続展開してまいりました。 

この結果、売上高につきましては、日本において前述しました事由による影響があったものの、北米における

四輪車用部品、アジアにおける四輪車用部品及び二輪車用部品の販売が増加し、全体としては、2,333億８千１百

万円と前期に比べ12.4％の増収となりました。   

利益につきましては、売上の増加及び生産ラインの移管・集約、費用削減や業務の効率化等の諸施策による改

善効果により、営業利益は88億９千５百万円（前期は営業損失23億７千万円）、経常利益は、80億６千２百万円

（前期は経常損失６億１千６百万円）となりました。特別損失を13億２千５百万円計上したこと等により、税金

等調整前当期純利益は、68億６千６百万円（前期は税金等調整前当期純損失59億３千９百万円）となり、当期純

利益は、１億２千２百万円（前期は当期純損失85億９千３百万円）となりました。 

  

②当期のセグメント別業績 

セグメント別業績は、次のとおりです。各セグメントの売上高は、セグメント間の内部売上高又は振替高を  

含んでおります。 

  

（日本） 

日本においては、新車買換え支援策終了による反動及び震災の影響から得意先が減産を余儀なくされたもの

の、上期における支援策等による得意先の好調な販売に牽引された効果により、四輪車用部品、二輪車用部品 

の販売がともに増加し、増収となりました。 

この結果、売上高は1,252億５千８百万円（前期比8.5％増）となり、営業利益は、２千８百万円（前期は営 

業損失36億３千７百万円）となりました。 

   

（北米) 

  市場の回復に伴う得意先の販売の増加を受け、米国、カナダでは、四輪車用部品の販売が増加し、増収とな 

 りました。 

  この結果、売上高は、526億２千７百万円（前期比18.7％増）となり、営業損失は、１億１百万円（前期は営

 業損失24億３千９百万円）となりました。 

  

（南米）  

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

りました。 

この結果、売上高は、212億２千９百万円（前期比26.0％増）となり、営業利益は、11億２千３百万円（前期

は営業損失８億６千４百万円）となりました。 

  

（アジア） 

  インドネシア、タイでの自動車市場の拡大を背景とした得意先の販売増加により二輪車用部品、四輪車用部

品の販売がともに増加し、増収となりました。インドでは、市場の拡大にともなう得意先の販売好調により四

輪車用部品の販売が増加し、増収となりました。 

  この結果、売上高は413億５千９百万円（前期比26.9％増）となり、営業利益は、61億７千３百万円（前期比

60.7％増）となりました。   

  

（中国） 

 自動車市場の拡大により、得意先の販売が増加し、四輪車用部品の販売が増加し、 増収となりました。 

１．経営成績
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  この結果、売上高は、243億７千万円（前期比 9.8％増）となり、営業利益は、21億７千３百万円（前期比

18.4％増）となりました。 

  

その他 

  売上高は、77億１千７百万円（前期比2.4％減）となり、営業損失は、３億４千７百万円（前期は営業損失10

億１百万円）となりました。 

  

③次期の見通し  

平成23年３月11日に発生した東日本大震災においては、当社従業員への人的被害及び生産拠点への大きな被害

はありませんでした。しかし、栃木四輪開発センターにおいて、建物・試験検査設備に被害が発じました。 

次期の見通しにつきましては、震災による主要得意先の生産調整が当社グループ業績へ 影響を及ぼすことが

想定されることから、現時点において算定することが困難な状況にあります。 

このため、継続して情報収集に鋭意努め、それらを精査し、確定したうえで速やかに公表いたします。 

    

  

（２）連結財政状態に関する分析 

①資産、負債、純資産の状況 

当期末の連結総資産は、1,583億４千万円と、前期末に比べ、89億７百万円減少しました。 

  

各項目の主な要因は次のとおりです。 

  

（流動資産） 

当期末の流動資産は、802億円と、前期末に比べ、17億３千６百万円減少しました。これは現金及び預金は増加

したものの、主に受取手形及び売掛金、棚卸資産が減少したことによるものです。 

  

（固定資産） 

当期末の固定資産は、781億４千万円と、前期末に比べ、71億７千万円減少しました。これは主に機械装置及び

運搬具が減少したことによるものです。 

  

（流動負債） 

当期末の流動負債は、560億６千９百万円と、前期末に比べ、44億８千１百万円減少しました。これは主に関係

会社整理損失引当金が減少したことによるものです。 

  

（固定負債） 

当期末の固定負債は、195億１千７百万円と、前期末に比べ、21億２千５百万円減少しました。これは主に長期

借入金の減少によるものです。 

  

（純資産） 

当期末の純資産は、827億５千３百万円と、前期末に比べ、23億１百万円減少しました。これは主に 為替換算

調整勘定が減少したことによるものです。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

当期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、関係会社整理損失引当金の減少や長

期借入金の返済に支出の増加はあったものの、税金等調整前当期純利益の増加などにより、３億９千６百万円増

加し、当期末の資金残高は、128億４千６百万円となりました。当期における各キャッシュ・フローの状況とそれ

らの要因は次のとおりです。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動により得られた資金は、165億５千７百万円であり、前期末に比べ、15億１千万円増加しました。これ

は、関係会社整理損失引当金などの減少はありましたが、税金等調整前当期純利益の増加などによるものです。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動により使用した資金は、103億４千万円であり、前期に比べ14億９千４百万円増加しました。これは主

に、短期投資による資金運用の増加はありましたが、有形固定資産の取得による支出が減少したことによるもの

です。 
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（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動により使用した資金は、65億７千２百万円であり、前期に比べ77億６千５百万円減少しました。これ

は主に長・短期借入金の返済による支出が増加したことなどによるものです。 

  

③ キャッシュ・フロー関連指標 

（注）１．連結ベースの財務諸表によっています。 

２．キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを使用し、有利子負債は連結貸借対照表に計上されて  

いる利子を支払っている全ての負債を対象としています。 

  

（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、グローバルな事業展開を通じて企業価値を向上させ、株主の皆様をはじめ、社会から信頼され、期待

され続けることのできる企業を目指しております。 

当社の利益配分に関する基本方針は、今後の事業展開と連結業績を考慮しながら、長期的視点に立って株主の

皆様へ利益還元を図ることとしています。内部留保資金につきましては、今後の商品開発や海外施策展開、生産

体質の改善を目的とした施策展開などの資金需要に 備え、収益の向上と財務体質の強化に努めます。 

当期の配当金につきましては、現在の事業環境及び当期の業績等を勘案のうえ、慎重に検討いたしました

結果、見送らせていただく予定です。 

なお、次期の配当金につきましては、中間、期末ともに、現時点では未定とさせていただき、今後の中・長期

的な経済環境及び東日本大震災の影響を含めた事業環境を見据え、業績、資金需要や財務体質の健全化等を総合

的に勘案のうえ決定次第、速やかにお知らせさせていただきます。 

  

  

（４）事業等のリスク 

当社グループの経営成績、財務状況等に影響を及ぼす可能性のある主なリスクとして①自動車市場の需要変

動、②特定の主要得意先の需要変動、③為替レートの変動、④原材料市況の変動、⑤品質不良等の発生、⑥財務

制限条項、⑦法規制の強化及び新設、⑧災害・戦争・テロ・ストライキ等の発生などがあります。なお、当該リ

スクは、当期末現在の判断によるもので、全てを網羅するものではありません。 

  

  前々期 前期 当期 

自 己 資 本 比 率 ％ 46.0 ％ 42.2 ％ 42.8

時 価 ベ ー ス の 自 己 資 本 比 率 ％ 16.3 ％ 33.8 ％ 29.5

債 務 償 還 年 数  － 1.8年 1.6年 

インタレスト・カバレッジ・レシオ  －     18.4     21.3
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（１）会社の経営の基本方針 

当社は、「私たちは、世界のお客様から信頼されるグローバル企業を目指し、たゆまぬ改革をつづけ、 高の

技術と品質で優れた商品を提供し、ユーザーニーズに応える。」を社是として、商品を通してマーケットのお客

様に満足いただくことを第一義とするとともに、常に未来を 指向し、絶えず経営と技術を革新し続けることに

努めます。また、企業としての社会的責任を果たすための活動にも積極的に取組み、提供する商品と調和のとれ

た企業活動を通じて社会の信頼を得ることを目指します。 

こうした事業活動を世界的規模でグループとして展開することにより、社業を発展させ、株主、顧客、従業員

をはじめとする関係者の皆様から存在を期待され、そして地域、社会に貢献できる企業になることを基本方針と

しています。 

  

（２）目標とする経営指標 

当社は、経営戦略策定において、経営資源を柔軟かつ効率的に活用することに努めており、ＲＯＥ、ＲＯＡ等

の指標を参考としつつ、長期的、継続的な会社の発展、企業価値向上を目指しています。経営戦略に基づき策定

した売上、利益などの業績予想につきましては、目標とすべき重要な経営指標と認識して、これらをグループ間

で共有化するとともに各拠点の責任を明確にしつつ、目標達成のためにグループ一丸となって拡販活動、業務改

善活動などの諸施策を積極的に展開しています。 

   

（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月からの第１１次中期３ヵ年は、商品技術力、生産技術力、生産体質、管理領域を

強固なものにする３年間であると捉え、次の４つを基本戦略として、国内だけでなく、全世界を舞台にグローバ

ルな視点を持った事業展開をしてまいります。 

  

①将来にわたり、生き残れるフレームづくり 

・環境変化に対応できる生産基盤の構築 

  

②ボトム売上で収益の出る体質づくり 

・開発から生産、販売が一体となった製品開発  

・市場競争力のある売価／原価で収益の出るコスト体質の強化 

  

③事業戦略を遂行できる管理体制の構築 

・環境変化に対応できる管理体制の構築 

・CSR活動の全社展開 

  

④ショーワを支える人材の育成 

・ショーワフィロソフィーの実践 

・一貫した教育体系の構築と実践 

  

（４）会社の対処すべき課題 

当社グループは、東日本大震災が経済及び当社の事業環境へ与える影響から先行きは極めて不透明であり、

為替や燃料・原材料価格等の変動、そして新たな法規制や税制の導入など、不確定要素が加わり、非常に厳しい

中での企業運営と認識しております。 

こうした状況のもと、従来の機能本部が主体となった事業展開から、製品・事業軸の観点から会社としての

戦略をたて、事業ごとに経営が成立する姿に変化させていき、経営基盤を磐石なものにしていきます。 

  

２．経営方針
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３．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 14,651 20,402

受取手形及び売掛金 32,342 28,026

商品及び製品 5,079 4,638

仕掛品 4,096 3,416

原材料及び貯蔵品 16,424 14,759

繰延税金資産 430 485

その他 9,061 8,665

貸倒引当金 △150 △195

流動資産合計 81,936 80,200

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 18,002 17,386

機械装置及び運搬具（純額） 38,380 30,421

工具、器具及び備品（純額） 1,940 1,653

土地 10,004 10,466

リース資産（純額） 104 958

建設仮勘定 2,137 3,013

有形固定資産合計 70,570 63,899

無形固定資産 775 732

投資その他の資産   

投資有価証券 11,088 10,556

長期貸付金 166 200

繰延税金資産 183 261

その他 2,540 2,505

貸倒引当金 △15 △16

投資その他の資産合計 13,964 13,508

固定資産合計 85,310 78,140

資産合計 167,247 158,340
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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 26,495 25,077

短期借入金 15,085 16,158

未払金及び未払費用 8,793 7,130

リース債務 33 124

未払法人税等 1,216 1,001

製品保証引当金 1,253 1,244

賞与引当金 2,456 2,701

役員賞与引当金 47 －

関係会社整理損失引当金 2,776 28

その他 2,393 2,602

流動負債合計 60,550 56,069

固定負債   

長期借入金 12,436 8,851

リース債務 85 866

繰延税金負債 3,115 2,943

製品保証引当金 902 1,034

退職給付引当金 4,655 5,261

役員退職慰労引当金 405 354

その他 41 206

固定負債合計 21,642 19,517

負債合計 82,193 75,586

純資産の部   

株主資本   

資本金 12,698 12,698

資本剰余金 13,455 13,455

利益剰余金 49,784 49,906

自己株式 △52 △53

株主資本合計 75,885 76,008

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 4,494 4,176

繰延ヘッジ損益 △16 －

為替換算調整勘定 △9,750 △12,364

その他の包括利益累計額合計 △5,272 △8,187

少数株主持分 14,440 14,933

純資産合計 85,054 82,753

負債純資産合計 167,247 158,340
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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 207,657 233,381

売上原価 187,816 202,655

売上総利益 19,841 30,726

販売費及び一般管理費 22,212 21,831

営業利益又は営業損失（△） △2,370 8,895

営業外収益   

受取利息 424 530

受取配当金 165 349

持分法による投資利益 234 281

為替差益 993 －

補助金収入 454 426

その他 439 464

営業外収益合計 2,712 2,051

営業外費用   

支払利息 876 769

為替差損 － 1,733

その他 81 380

営業外費用合計 958 2,884

経常利益又は経常損失（△） △616 8,062

特別利益   

固定資産売却益 8 59

関係会社整理損失引当金戻入額 － 70

特別利益合計 8 130

特別損失   

固定資産売却損 39 112

固定資産廃棄損 347 530

減損損失 1,809 111

製品保証引当金繰入額 358 148

関係会社整理損失引当金繰入額 2,776 －

災害による損失 － 354

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 68

特別損失合計 5,331 1,325

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△5,939 6,866

法人税、住民税及び事業税 2,699 3,505

法人税等還付税額 △1,089 －

法人税等調整額 △433 118

法人税等合計 1,176 3,624

少数株主損益調整前当期純利益 － 3,242

少数株主利益 1,477 3,119

当期純利益又は当期純損失（△） △8,593 122
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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 － 3,242

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － △318

繰延ヘッジ損益 － 16

為替換算調整勘定 － △3,173

持分法適用会社に対する持分相当額 － △240

その他の包括利益合計 － △3,715

包括利益 － △473

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － △2,793

少数株主に係る包括利益 － 2,319
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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 12,698 12,698

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 12,698 12,698

資本剰余金   

前期末残高 13,455 13,455

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 13,455 13,455

利益剰余金   

前期末残高 58,908 49,784

当期変動額   

剰余金の配当 △531 －

当期純利益又は当期純損失（△） △8,593 122

当期変動額合計 △9,124 122

当期末残高 49,784 49,906

自己株式   

前期末残高 △52 △52

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △52 △53

株主資本合計   

前期末残高 85,010 75,885

当期変動額   

剰余金の配当 △531 －

当期純利益又は当期純損失（△） △8,593 122

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △9,125 122

当期末残高 75,885 76,008
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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 2,978 4,494

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,516 △318

当期変動額合計 1,516 △318

当期末残高 4,494 4,176

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △43 △16

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 27 16

当期変動額合計 27 16

当期末残高 △16 －

為替換算調整勘定   

前期末残高 △13,163 △9,750

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,413 △2,614

当期変動額合計 3,413 △2,614

当期末残高 △9,750 △12,364

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 △10,229 △5,272

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4,957 △2,915

当期変動額合計 4,957 △2,915

当期末残高 △5,272 △8,187

少数株主持分   

前期末残高 12,446 14,440

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,993 492

当期変動額合計 1,993 492

当期末残高 14,440 14,933

純資産合計   

前期末残高 87,228 85,054

当期変動額   

剰余金の配当 △531 －

当期純利益又は当期純損失（△） △8,593 122

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 6,951 △2,423

当期変動額合計 △2,174 △2,300

当期末残高 85,054 82,753
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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又は税金等調整前当期純
損失（△）

△5,939 6,866

減価償却費 11,239 10,120

減損損失 1,809 111

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4 △43

製品保証引当金の増減額（△は減少） △44 212

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △17 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 988 632

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） 2,776 △2,748

受取利息及び受取配当金 △590 △879

支払利息 876 769

為替差損益（△は益） △165 194

持分法による投資損益（△は益） △234 △281

補助金収入 △454 △426

有形固定資産除売却損益（△は益） 378 582

売上債権の増減額（△は増加） △3,607 3,758

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,140 1,033

仕入債務の増減額（△は減少） 4,738 △1,887

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 68

災害損失 － 354

その他 1,368 △342

小計 16,268 18,097

利息及び配当金の受取額 801 851

利息の支払額 △816 △777

補助金の受取額 498 432

法人税等の支払額 △2,185 △3,424

法人税等の還付額 480 1,377

営業活動によるキャッシュ・フロー 15,047 16,557

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △1,397 △2,208

定期預金の払戻による収入 2,347 2,407

有形固定資産の取得による支出 △9,776 △7,634

有形固定資産の売却による収入 98 174

投資有価証券の取得による支出 △87 △109

短期投資による支出 － △8,920

短期投資による収入 － 6,140

その他 △31 △190

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,846 △10,340
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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) 

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） △2,745 △2,855

長期借入れによる収入 7,048 3,234

長期借入金の返済による支出 △1,389 △6,167

配当金の支払額 △534 △1

少数株主への配当金の支払額 △1,161 △1,693

セール・アンド・リースバックによる収入 － 1,006

その他 △24 △96

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,193 △6,572

現金及び現金同等物に係る換算差額 △151 752

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 7,242 396

現金及び現金同等物の期首残高 5,206 12,449

現金及び現金同等物の期末残高 12,449 12,846
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 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)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

（会計方針の変更）  

 ①「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

 当連結会計年度より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10日公表分）及び

「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年３月10日）を適用し

ています。なお、これによる連結財務諸表に与える影響はありません。  

 ②資産除去債務に関する会計基準の適用 

 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

います。なお、これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響は軽微です。 

  

（追加情報） 

 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)を適用してい

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」の金額を記載しています。  

  

(7)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 △3,635百万円

少数株主に係る包括利益 3,322 

計 △313 

その他有価証券評価差額金 1,516百万円

繰延ヘッジ損益 27 

為替換算調整勘定 5,218 

持分法適用会社に対する持分相当額 40 

計 6,802 
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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 

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

製造機械設備等・自動車販売等)にセグメンテーションしています。 

２．各事業区分の主要製品 

３．当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は13,457百万円であり、

その主なものは、当社での余資運用資金(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 

 195,895  11,762  207,657  －  207,657

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

 －  －  － (－)  －

計  195,895  11,762  207,657 (－)  207,657

営業費用  198,916  11,111  210,028 (－)  210,028

営業利益(又は営業損失) (3,021)  650 (2,370) (－) (2,370)

Ⅱ 資産、減価償却費、 
減損損失及び資本的 
支出 

                             

資産  146,866  6,923  153,790  13,457  167,247

減価償却費  10,966  239  11,206  32  11,239

減損損失  943  865  1,809  －  1,809

資本的支出  6,058  211  6,269 (134)  6,135

事業区分 主要製品 

自動車用部品 

四輪車用・二輪車用ショックアブソーバ、パワーステアリング、プロペラシ

ャフト、ガススプリング、オートマチックトランスミッション部品、デファ

レンシャルギヤ、その他四輪・二輪車用駆動系部品 

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

  

その他 

産業用機器 各種油圧シリンダ 

事務機器用部品 ガススプリング 

  製造機械設備等 製造機械設備 

  自動車販売等 自動車販売、部品販売・修理、保険代理 
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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．国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(1) 国又は地域の区分は、地理的近接度によっています。 

(2) 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

２．当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は13,457百万円であり、

その主なものは、当社での余資運用資金(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．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高です。 

２．国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(1) 国又は地域の区分は、地理的近接度によっています。 

(2) 各区分に属する主な国又は地域 

  

ｂ．所在地別セグメント情報

  
日本 

(百万円) 
北米 

(百万円) 
欧州 

(百万円)

東南  
アジア

(百万円)

南米 
(百万円)

その他の
地域 

(百万円)

計 
(百万円) 

消去又は
全社 

(百万円) 

連結 
(百万円)

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 

 87,842  43,975  7,795  26,202  16,850  24,990  207,657  －  207,657

(2) セグメント間の 
  内部 

売上高又は振替高 
 26,806  376  107  278  －  3,409  30,978 (30,978)  －

計  114,648  44,352  7,903  26,480  16,850  28,399  238,636 (30,978)  207,657

営業費用  118,287  46,791  8,905  22,462  17,715  26,740  240,902 (30,873)  210,028

営業利益(又は営業損
失) 

(3,638) (2,439) (1,001)  4,018 (864)  1,659 (2,266) (104) (2,370)

Ⅱ 資産  77,815  26,954  6,830  22,760  14,300  20,027  168,688 (1,440)  167,247

北米 アメリカ、カナダ 

欧州 スペイン、イギリス 

東南アジア インドネシア、タイ 

南米 ブラジル 

その他の地域 中国、インド 

ｃ．海外売上高

  北米 欧州 東南アジア 南米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円)  44,715  9,809  27,686  16,577  27,775  126,563

Ⅱ 連結売上高(百万円)                                207,657

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

 21.5  4.7  13.3  8.0  13.4  60.9

北米 アメリカ、カナダ 

欧州 スペイン、イギリス 

東南アジア インドネシア、タイ 

南米 ブラジル 

その他の地域 中国、その他アジア 
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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、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、

経営資源配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものです。 

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

し、事業活動を展開しています。 

 したがって、当社は、製造・販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、「日

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

メントでは、二輪車用ショックアブソーバー、四輪車用ショックアブソーバー、パワーステアリング及び

その他の製造・販売を行っています。  

 なお、「日本」、「中国」以外の報告セグメントの内容は次のとおりです。  

・「北米」 ：アメリカ、カナダ 

・「南米」 ：ブラジル 

・「アジア」：インドネシア、タイ、インド  

  

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

 報告セグメントの利益又は損失は、営業利益又は営業損失をベースとした数値です。 

  セグメント間の売上高は、第三者間取引価格に基づいています。 

  

  

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、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）            (単位：百万円)

  

  

ｄ．セグメント情報

  報告セグメント 
その他 
(注)１ 

合計  
調整額 

(注)２ 

連結財務
諸表計上

額 
(注)３ 

  日本 北米 南米 アジア 中国 計 

売上高                     

外部顧客への 

売上高 

  

 87,842  43,975  16,850  32,289  18,903  199,861  7,795  207,657  －  207,657

セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

 27,621  376  －  299  3,299  31,597  107  31,705  △31,705  －

計  115,463  44,352  16,850  32,589  22,202  231,459  7,903  239,363  △31,705  207,657

セグメント利益

又は損失(△) 
 △3,637  △2,439  △864  3,841  1,835  △1,263  △1,001  △2,265  △105  △2,370

セグメント資産  91,272  26,954  14,300  27,481  15,275  175,285  6,830  182,116  △14,868  167,247

その他の項目                     

  減価償却費   6,172  1,977  503  1,407  986  11,046  265  11,312  △72  11,239

  
持分法適用会

社への投資額 
 2,593  －  －  －  －  2,593  －  2,593  －  2,593

  

有形固定資産

及び無形固定

資産の増加額 

 3,576  489  934  443  652  6,095  110  6,205  △70  6,135
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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）            (単位：百万円)

(注) １.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、欧州を含んでいます。 

   ２. 調整額は、以下のとおりです。  

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

      す。  

    (２) セグメント資産の調整額は、セグメント間債権の消去等です。 

    (３) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、セグメント間未実現利益消去等です。 

   ３. セグメント利益又は損失(△)は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っています。 

  

 (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)及び

「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号 平成20年３月21日)を適用し

ています。  

  

  報告セグメント 
その他 
(注)１ 

合計  
調整額 

(注)２ 

連結財務
諸表計上

額 
(注)３ 

  日本 北米 南米 アジア 中国 計 

売上高                     

外部顧客への 

売上高 

  

 91,103  52,103  21,229  40,929  20,786  226,152  7,229  233,381  －  233,381

セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

 34,154  523  －  430  3,584  38,692  488  39,181 △39,181  －

計  125,258  52,627  21,229  41,359  24,370  264,844  7,717  272,562 △39,181  233,381

セグメント利益

又は損失(△) 
 28  △101  1,123  6,173  2,173  9,397  △347  9,050  △154  8,895

セグメント資産  89,173  23,027  14,587  28,639  15,801  171,230  3,777  175,007  △16,667  158,340

その他の項目                     

  減価償却費   5,167  1,794  634  1,524  858  9,979  200  10,179  △59  10,120

  
持分法適用会

社への投資額 
 2,487  －  －  －  －  2,487  －  2,487  －  2,487

  

有形固定資産

及び無形固定

資産の増加額 

 4,160  1,787  270  735  947  7,901  62  7,964  △139  7,824
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 (注) 算定上の基礎 

(1) １株当たり純資産額 

(2) １株当たり当期純利益又は当期純損失 

  

 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) 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在

しないため記載していません。  

１株当たり純資産額      円 銭929 52

１株当たり当期純損失(△)    円 銭△113 11

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載していません。 

１株当たり純資産額      円 銭892 75

１株当たり当期純利益    円 銭1 62

項目 
前連結会計年度末 

(平成22年３月31日) 
当連結会計年度末 

(平成23年３月31日) 

純資産の部の合計額(百万円)  85,054  82,753

純資産の部の合計額から控除する金額 
(百万円) 

 14,440  14,933

(うち少数株主持分) ( ) 14,440 ( ) 14,933

普通株式に係る連結会計年度末の 
純資産額(百万円) 

 70,613  67,820

１株当たり純資産額の算定に用いられ
た連結会計年度末の普通株式数(千株) 

 75,967  75,967

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) 

当期純利益又は当期純損失(△) 
(百万円) 

 △8,593  122

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又は当期純
損失(△) 
(百万円) 

 △8,593  122

普通株式の期中平均株式数 
(千株) 

 75,967  75,967

(重要な後発事象)
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