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(1)連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間(平成23年４月１日から９月30日までの６ヶ月間)の売上高は、東日本大震災の影響に

よる得意先の生産調整等により1,011億５千万円と前年同期に比べ14.8％の減収となりました。また、利益につきま

しては、生産体質の強化や徹底した費用削減等の継続展開をしてまいりましたが、震災による減収および為替換算

等の影響を受け、営業利益は22億２千４百万円と前年同期に比べ52.3％の減益、経常利益は24億５千５百万円と前

年同期に比べ36.1％の減益となり、四半期純損失は８億４千７百万円(前年同期は四半期純利益１億８千万円)とな

りました。 

 セグメントの業績は、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

でいます。 

（日本） 

 東日本大震災の影響を受けた得意先の生産および販売減に伴い、四輪車用部品の販売が減少し、減収となりま

した。 

 この結果、売上高は519億１千１百万円(前年同期比17.8%減)となり、営業損失は13億４百万円(前年同期は営業

損失２千３百万円)となりました。 

（北米） 

 米国においては、二輪車用部品の販売は増加しましたが、四輪車用部品は、東日本大震災および為替換算の影

響で減収となりました。カナダでは、四輪車用部品の販売が減少し、減収となりました。 

 この結果、売上高は194億円(前年同期比29.7%減)となり、営業損失は５億２千７百万円(前年同期は営業利益７

千７百万円)となりました。 

（南米） 

 ブラジルでは市場が堅調に推移し得意先の販売が増加したことに伴い、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110億５千７百万円(前年同期比7.4%増)となり、営業利益は５億３千万円(前年同期比7.2%

増)となりました。 

（アジア） 

 インドネシア、タイでは、好調な市場に牽引された得意先の販売増加により、二輪車用部品の販売が増加し、

増収となりましたが、四輪車用部品は東日本大震災の影響を受け減収となりました。インドでは、得意先の好調

な販売に牽引され、四輪車用部品の販売が増加したものの、為替換算の影響により減収となりました。なお、当

第２四半期連結累計期間より子会社となったベトナムのマシノ・オートパーツ・カンパニー・リミテッドを連結

対象としました。  

 この結果、売上高は232億１百万円(前年同期比9.6%増)となり、営業利益は35億１百万円(前年同期比5.6%減)と

なりました。 

（中国） 

 東日本大震災の影響による得意先の販売減少により、四輪車用部品の販売が減少し、減収となりました。 

 この結果、売上高は97億７千５百万円(前年同期比17.2%減)となり、営業利益は、３億５千６百万円(前年同期

比69.2%減)となりました。 

  

その他 

 売上高は20億５千２百万円(前年同期比55.4%減)となり、営業損失は１億８千９百万円(前年同期は営業損失３

億４百万円)となりました。  

  

(2)連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況  

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、1,536億８千８百万円となり、前連結会計年度末に比べ46億５千２百万

円減少しました。 

各項目別の主な要因は次の通りです。  

（流動資産）  

 流動資産は767億９千３百万円となり、前連結会計年度末に比べ34億６百万円減少しました。これは主に現金及び

預金の減少によるものです。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（固定資産）  

 固定資産は768億９千４百万円となり、前連結会計年度末に比べ12億４千５百万円減少しました。これは主にのれ

んが発生したものの有形固定資産および投資有価証券の減少によるものです。 

（流動負債）  

 流動負債は511億３千６百万円となり、前連結会計年度末に比べ49億３千２百万円減少しました。これは主に短期

借入金が減少したことによるものです。 

（固定負債）  

  固定負債は228億５千７百万円となり、前連結会計年度末に比べ33億４千万円増加しました。これは主に長期借入

金の増加によるものです。 

（純資産）  

 純資産は796億９千４百万円となり、前連結会計年度末に比べ30億５千９百万円減少しました。これは主にその他

有価証券評価差額金、少数株主持分などの減少によるものです。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、181億７千2百万円となり

前連結会計年度末に比べ53億２千５百万円増加しました。当第２四半期連結累計期間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、33億４百万円となり、前年同期に比べ36億３千５百万円減少しました。これは

主に、税金等調整前四半期純利益および仕入債務の減少などによるものです。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

  投資活動により得られた資金は、４億１千７百万円となり前年同期に比べ55億１千４百万円増加しました。これ

は主に、短期投資による支出が減少したことなどによるものです。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  財務活動により得られた資金は、19億７百万円となり、前年同期に比べ75億１千１百万円増加しました。これは

主に、短期借入金の純増減や、長期借入の収入によるものです。 

  

(3)連結業績予想に関する定性的情報 

  当第２四半期連結累計期間(平成23年４月１日から９月30日までの６ヶ月間)の業績は、売上高につきましてはほ

ぼ予想通りとなりました。利益につきましては、売上構成変化、費用の削減等により、営業利益、経常利益、四半

期純損失ともに、前回予想を上回る結果となりました。 

  また、本日別途開示の「第２四半期連結累計期間の業績予想値と実績値との差異に関するお知らせ」につきまし

てもご参照ください。 

  通期(平成23年４月１日から平成24年３月31日までの12ヶ月間)の連結業績予想は、世界的な景気減速、急激な円

高等、懸念材料はあるものの、第２四半期連結累計期間の実績を勘案し、また東日本大震災後の得意先の生産正常

化に伴う生産・販売の増加が見込まれるため、平成23年８月１日公表の予想値を修正しております。 

  なお、平成23年10月タイで発生した洪水被害の影響は、当社タイ子会社において直接的な被害は受けておりませ

んが、先行きの見通しが不透明な状況でもあり、現在想定される影響額を今回の通期見通しに織り込んでおりま

す。今後情報収集を継続し、大きな変更があり次第速やかに公表いたします。 

  

＜通期連結業績の見通し＞  
   

   
為替レートは、通期平均で、１米ドル＝80円を前提にしています。 

  

売 上 高 億円2,200 前連結会計年度比△5.7％ 

営 業 利 益 億円64 前連結会計年度比△28.0％ 

経 常 利 益 億円63 前連結会計年度比△21.9％ 

当 期 純 損 失 億円5 前連結会計年度は純利益１億２千２百万円 
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 なお、当期の配当予想につきましては、第２四半期、期末とともに未定としておりましたが、第２四半期の配当

につきましては、平成23年10月31日開催の当社取締役会におきまして、現在の事業環境および業績等を勘案のう

え、慎重に検討いたしました結果、見送らせていただくことを決議しました。 

 期末配当につきましては、引き続き未定とさせていただき、今後の事業環境および業績等を見据え、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。 

  

(1）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 

(2）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

(3）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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３．四半期連結財務諸表 
(1) 四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 20,402 16,484

受取手形及び売掛金 28,026 29,455

商品及び製品 4,638 4,583

仕掛品 3,416 3,408

原材料及び貯蔵品 14,759 14,571

その他 9,053 8,389

貸倒引当金 △97 △98

流動資産合計 80,200 76,793

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 17,386 17,533

機械装置及び運搬具（純額） 30,421 30,170

その他（純額） 16,092 14,834

有形固定資産合計 63,899 62,537

無形固定資産   

のれん 633 2,202

その他 98 97

無形固定資産合計 732 2,300

投資その他の資産   

投資有価証券 10,581 8,656

その他 2,943 3,415

貸倒引当金 △16 △16

投資その他の資産合計 13,508 12,055

固定資産合計 78,140 76,894

資産合計 158,340 153,688
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 25,077 22,311

短期借入金 16,158 12,157

未払金及び未払費用 7,130 9,282

未払法人税等 1,001 880

製品保証引当金 1,244 1,390

賞与引当金 2,701 2,576

関係会社整理損失引当金 28 24

その他 2,727 2,511

流動負債合計 56,069 51,136

固定負債   

長期借入金 8,851 12,494

製品保証引当金 1,034 1,037

退職給付引当金 5,261 5,616

役員退職慰労引当金 354 292

その他 4,016 3,416

固定負債合計 19,517 22,857

負債合計 75,586 73,994

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 49,906 49,043

自己株式 △53 △53

株主資本合計 76,008 75,144

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 4,176 2,987

為替換算調整勘定 △12,364 △12,036

その他の包括利益累計額合計 △8,187 △9,048

少数株主持分 14,933 13,597

純資産合計 82,753 79,694

負債純資産合計 158,340 153,688
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(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
(四半期連結損益計算書) 
(第２四半期連結累計期間) 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

売上高 118,780 101,150

売上原価 103,117 88,556

売上総利益 15,662 12,593

販売費及び一般管理費 10,996 10,369

営業利益 4,666 2,224

営業外収益   

受取利息 229 396

受取配当金 62 78

持分法による投資利益 214 247

補助金収入 411 351

その他 105 124

営業外収益合計 1,023 1,197

営業外費用   

支払利息 390 388

為替差損 1,360 469

その他 97 107

営業外費用合計 1,847 966

経常利益 3,842 2,455

特別利益   

固定資産売却益 18 8

段階取得に係る差益 － 61

特別利益合計 18 70

特別損失   

固定資産売却損 49 0

固定資産廃棄損 192 36

減損損失 31 311

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 342 348

税金等調整前四半期純利益 3,517 2,178

法人税等 1,634 1,529

少数株主損益調整前四半期純利益 1,882 648

少数株主利益 1,702 1,495

四半期純利益又は四半期純損失（△） 180 △847
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(四半期連結包括利益計算書) 
(第２四半期連結累計期間) 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,882 648

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △570 △1,188

繰延ヘッジ損益 16 －

為替換算調整勘定 △1,123 624

持分法適用会社に対する持分相当額 △94 25

その他の包括利益合計 △1,771 △539

四半期包括利益 111 109

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,392 △1,708

少数株主に係る四半期包括利益 1,503 1,817
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(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 3,517 2,178

減価償却費 4,878 4,689

減損損失 31 311

のれん償却額 19 39

貸倒引当金の増減額（△は減少） △10 2

製品保証引当金の増減額（△は減少） 137 △9

退職給付引当金の増減額（△は減少） 311 321

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） △2,386 △3

受取利息及び受取配当金 △292 △474

支払利息 390 388

為替差損益（△は益） 104 △65

持分法による投資損益（△は益） △214 △247

補助金収入 △411 △351

有形固定資産除売却損益（△は益） 224 28

売上債権の増減額（△は増加） △1,694 △532

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,903 1,097

仕入債務の増減額（△は減少） △200 △1,754

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 68 －

その他 799 △1,015

小計 7,176 4,603

利息及び配当金の受取額 310 594

利息の支払額 △388 △417

補助金の受取額 400 231

法人税等の支払額 △1,924 △2,170

法人税等の還付額 1,365 462

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,939 3,304
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30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 － △918

定期預金の払戻による収入 2,407 2,404

有形固定資産の取得による支出 △3,812 △2,876

有形固定資産の売却による収入 98 40

投資有価証券の取得による支出 △106 △1

短期投資による支出 △5,053 －

短期投資による収入 1,448 3,392

子会社出資金の取得による支出 － △1,605

その他 △79 △16

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,097 417

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） △4,225 419

長期借入れによる収入 2,729 6,000

長期借入金の返済による支出 △3,479 △2,488

セール・アンド・リースバックによる収入 1,006 －

少数株主への配当金の支払額 △1,597 △1,960

その他 △37 △62

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,603 1,907

現金及び現金同等物に係る換算差額 686 △303

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,075 5,325

現金及び現金同等物の期首残高 12,449 12,846

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,374 18,172
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該当事項はありません。 

  

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報   

 (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. 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。

３. セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。  

  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日） 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報   

 (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. 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。

３. セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。  

  

該当事項はありません。 

  

(4)継続企業の前提に関する注記

(5)セグメント情報等

  (単位：百万円) 

  報告セグメント 
その他 
(注)１ 

合計  
調整額 

(注)２ 

四半期連
結損益計
算書計上

額 
(注)３ 

  日本 北米 南米 アジア 中国 計 

売上高                     

外部顧客への 

売上高 

  

 45,715  27,304  10,296  20,967  10,070  114,354  4,425  118,780  －  118,780

セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

 17,445  303  －  195  1,731  19,676  174  19,850  △19,850  －

計  63,160  27,608  10,296  21,163  11,801  134,030  4,599  138,630  △19,850  118,780

セグメント利益

又は損失(△) 
 △23  77  494  3,709  1,158  5,416  △304  5,111  △445  4,666

  (単位：百万円) 

  報告セグメント 
その他 
(注)１ 

合計  
調整額 

(注)２ 

四半期連
結損益計
算書計上

額 
(注)３ 

  日本 北米 南米 アジア 中国 計 

売上高                     

外部顧客への 

売上高 

  

 37,452  19,191  11,057  23,016  8,379  99,098  2,052  101,150  －  101,150

セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

 14,458  209  －  184  1,395  16,248  0  16,248  △16,248  －

計  51,911  19,400  11,057  23,201  9,775  115,346  2,052  117,399  △16,248  101,150

セグメント利益

又は損失(△) 
 △1,304  △527  530  3,501  356  2,556  △189  2,367  △143  2,224

(6)株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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平成 23 年 10 月 31 日 

 

 

平成 2４年３月期第２四半期連結累計期間 

参考資料 

 

 

第2四半期累計 通期 第2四半期累計 通期

実績 実績 実績 見通し

118,780 233,381 101,150 220,000

日本 63,160 125,258 51,911 119,010

北米 27,608 52,627 19,400 41,990

南米 10,296 21,229 11,057 20,860

アジア 21,163 41,359 23,201 45,370

中国 11,801 24,370 9,775 22,420

その他・調整額 △ 15,250 △ 31,463 △ 14,195 △ 29,650

２輪ｼｮｯｸｱﾌﾞｿｰﾊﾞ 32,005 63,842 35,033 70,600

４輪ｼｮｯｸｱﾌﾞｿｰﾊﾞ 24,943 49,211 19,815 45,430

パワーステアリング 35,831 71,039 29,395 64,860

その他 26,001 49,289 16,905 39,110

4,666 8,895 2,224 6,400

3,842 8,062 2,455 6,300

180 122 △ 847 △ 500

2円37銭 1円62銭 △11円16銭 △6円58銭

2,801 5,496 2,832 5,840

4,570 7,824 2,241 6,410

4,878 10,120 4,689 9,730

161,716 158,340 153,688

83,338 82,753 79,694

製
品
別

純資産

総資産

（単位：百万円未満切捨て）

減価償却費

設備投資

純利益・純損失（△）

１株当たり純利益・純損失（△）

研究開発費

営業利益

経常利益

連結売上

平成23年3月期 平成24年3月期

セ
グ
メ
ン
ト
別
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