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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期第2四半期 106,330 △8.9 1,747 △78.8 874 △88.6 146 △97.0

23年3月期第2四半期 116,781 98.3 8,256 ― 7,636 ― 4,952 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 78百万円 （△98.5％） 23年3月期第2四半期 5,040百万円 （―％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

24年3月期第2四半期 1.10 1.10
23年3月期第2四半期 37.38 37.25

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 178,688 53,614 25.7
23年3月期 185,952 54,573 25.4

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  45,954百万円 23年3月期  47,149百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

年間配当金

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

23年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00

24年3月期 ― 5.00

24年3月期（予想） ― 5.00 10.00

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） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 208,000 △4.0 7,000 △38.6 5,500 △43.5 2,000 △62.0 15.09



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく
四半期連結財務諸表のレビュー手続きは終了しておりません。 

※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及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料３
ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 135,992,343 株 23年3月期 135,992,343 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 3,437,026 株 23年3月期 3,506,301 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 132,525,879 株 23年3月期2Q 132,449,494 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 

東日本大震災被災後の当第２四半期連結累計期間における世界経済を展望しますと、アジア経済について

は、中国・インドネシアを中心として回復が進みました。しかし新興国の所得格差の拡大といった急速な経

済成長への停滞懸念や中国やインドにおけるインフレ対策としての金融引き締め影響等により先行きには不

透明感が強まっております。欧州経済については、財政債務危機を背景に新たな金融不安が広がりを見せて

おり厳しい状況となっておりグローバル経済への影響を強めております。米国経済においても財政問題が増

幅しており、景気の先行き不安が一層増しております。日本経済においては、東日本大震災からの復興にむ

け、製造業を中心とした生産活動が回復しつつあり明るい兆しが出てきました。しかしながら、円高の進行

による輸出環境の急激な悪化や欧州債務問題等による企業業績の先行き不透明感から株価は下落傾向、個人

消費も依然として低迷し、日本経済の悪化懸念が続いております。 

自動車業界においては、中国を中心にアジアの自動車生産台数は引き続き堅調に推移しており、北米にお

いても緩やかな生産回復基調にあります。日本においては、節電対策や輪番操業などの努力をおこない直近

では震災前の生産水準まで回復してきております。 

この様な状況のもと、第２四半期連結累計期間における売上高は、第１四半期での震災による受注減少、

円高影響により1,063億円（前年同期比8.9％減）となり、利益面においては、震災対応等による固定費（自

家発電コスト、サプライチェーン点検コスト等）増加、資材高騰の影響、北米の「在外子会社の事業譲受に

係る特定勘定」の取崩が第１四半期で終了したこと等により営業利益は17億円（前年同期比78.8％減）、経

常利益は９億円（前年同期比88.6％減）、四半期純利益は１億円（前年同期比97.0％減）となりました。 

 
セグメントごとの業績は次のとおりであります。 

①日本 

当第２四半期連結累計期間の受注については、前半は震災による完成車メーカーの生産低迷により減

少しましたが、後半にかけては震災前の水準にまで回復しました。しかし前半の受注減少の影響により

売上高は461億円（前年同期比4.5％減）となり、業績連動による人件費増加等により営業利益は25億円

（前年同期比50.4％減）となりました。 

②北米 

円高影響により売上高は514億円（前年同期比14.7％減）となりました。利益面では、ロバートボッシ

ュL.L.C.から引き継いだ赤字契約の数量が引き続き高水準であったことや原材料価格・原油価格の高騰

による収支の悪化、「在外子会社の事業譲受に係る特定勘定」の取崩が第１四半期で終了したこと等に

より営業損失は25億円（前年同期は営業利益14億円）となりました。 

③欧州 

欧米系の完成車メーカーからの新規受注獲得により売上高は26億円（前年同期比34.2％増）と増収と

なりましたが、原材料価格の高騰などにより営業損失は1.2億円（前年同期は営業損失0.7億円）となり

ました。 

④中国 

日系自動車メーカーからの受注が好調に推移しておりましたが日本での震災の影響もあり第２四半期

期間では受注が減少し売上高は24億円（前年同期比3.2％減）となり、営業利益は３億円（前年同期比

24.5％減）と減収減益となりました。 

⑤タイ 

受注は引き続き順調に推移しましたが、タイにおいても日本での震災の影響もあり一時的に受注が減

少した結果、売上高は16億円（前年同期比4.9％減）となり、営業利益は２億円（前年同期比18.4％減）

となりました。 

⑥インドネシア 

日系の二輪車及び四輪車メーカーからの受注が引き続き堅調に推移し、売上高は72億円（前年同期比

0.3％増）、営業利益は13億円（前年同期比2.6％増）となりました。 
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(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 

（資産） 

当第２四半期連結会計期間末の資産は1,787億円と前連結会計年度末比73億円の減少となりました。 

流動資産は918億円と前連結会計年度末比92億円の減少となり、固定資産は869億円と前連結会計年度末

比19億円の増加となりました。主な要因は、借入金の返済や設備投資により現金及び預金が94億円減少し

た一方で、設備投資により有形固定資産が20億円増加したことによるものです。 

（負債） 

当第２四半期連結会計期間末の負債は1,251億円と前連結会計年度末比63億円の減少となりました。 

流動負債は642億円と前連結会計年度末比43億円の増加となり、固定負債は609億円と前連結会計年度末

比106億円の減少となりました。主な要因は、有利子負債が62億円減少したことによるものです。 

なお、有利子負債残高777億円から「現金及び預金」と「有価証券（譲渡性預金）」を控除したネット有

利子負債残高は451億円であります。 

（純資産） 

当第２四半期連結会計期間末の純資産は536億円と前連結会計年度末比10億円の減少となりました。主な

要因は、利益剰余金が５億円減少、その他の包括利益累計額が７億円減少した一方で、少数株主持分が２

億円増加したことによるものです。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比183億円減少の202億

円となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、10億円の支出（前年同期は53億円の収入）となりました。主な

要因は、税金等調整前四半期純利益９億円及び減価償却費44億円があった一方で、売上債権の増加額57億

円及び法人税等の支払額９億円によるものです。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、104億円の支出（前年同期比78億円の支出増加）となりました。

主な要因は、有形固定資産の取得による支出59億円、定期預金及び有価証券（譲渡性預金）の純増額40億

円によるものです。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、69億円の支出（前年同期比51億円の支出増加）となりました。

主な要因は、長期借入金の返済による支出67億円によるものです。 

 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

タイにおける洪水の影響は、自動車産業のサプライチェーンの複雑さから、タイのみならず世界の自動

車生産に影響を及ぼしつつあります。加えて、欧州債務問題、米国景気の先行に対して懸念が深まってき

ており、第３、第４四半期については見通しが非常に難しくなってきております。 

このような中で、日本は下半期完成車メーカーの増産はあるものの、円高の進行による景気の後退懸念、

タイでのサプライチェーンの国内完成車製造への波及など、先行きが不透明な状況にあります。 

北米においては、生産合理化、調達合理化(現地調達品の増加も含む)、間接部門の人員適正化に取り組

んでおりますが、ロバートボッシュL.L.C.から継承した事業に含まれている一部の不採算製品の受注量が

増加したこと、また高騰している原材料コストの売価への転嫁交渉の決着が下期にずれ込んでいることよ

り、業績の回復が期初の見通しより遅れております。 

アジア地域についても、特に前述のタイにおける洪水の影響の見極めに時間を要する上に、タイ以外の

地域にも、一定期間は影響が出る可能性は否めません。 

しかしながら、国内、アジア地域を中心にした収益改善による挽回も期待できることから、現時点では

平成23年６月14日に公表致しました連結業績予想を据え置いております。 
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２．サマリー情報（その他）に関する事項 

(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。 
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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 26,661 17,213

受取手形及び売掛金 33,035 38,555

有価証券 20,300 15,400

商品及び製品 3,571 2,964

仕掛品 1,916 1,791

原材料及び貯蔵品 8,049 7,788

繰延税金資産 2,443 2,130

その他 5,004 5,949

貸倒引当金 △21 △19

流動資産合計 100,958 91,771

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 41,618 42,333

減価償却累計額 △25,335 △25,823

建物及び構築物（純額） 16,283 16,509

機械装置及び運搬具 115,494 117,080

減価償却累計額 △92,754 △94,016

機械装置及び運搬具（純額） 22,740 23,064

土地 21,396 21,369

建設仮勘定 3,989 5,499

その他 18,637 18,877

減価償却累計額 △17,311 △17,539

その他（純額） 1,326 1,338

有形固定資産合計 65,735 67,780

無形固定資産   

のれん 7 4

その他 1,807 2,090

無形固定資産合計 1,813 2,094

投資その他の資産   

投資有価証券 11,184 9,872

繰延税金資産 5,535 6,436

その他 812 821

貸倒引当金 △86 △86

投資その他の資産合計 17,446 17,043

固定資産合計 84,994 86,917

資産合計 185,952 178,688
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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 22,988 25,233

短期借入金 8,059 8,009

1年内返済予定の長期借入金 15,435 17,968

未払法人税等 871 904

賞与引当金 2,072 2,174

災害損失引当金 515 232

設備関係支払手形 455 563

在外子会社の事業譲受に係る特定勘定 1,699 －

その他 7,847 9,123

流動負債合計 59,942 64,206

固定負債   

社債 15,000 15,000

長期借入金 45,301 36,648

退職給付引当金 3,821 2,614

役員退職慰労引当金 28 30

繰延税金負債 1,581 888

再評価に係る繰延税金負債 4,268 4,268

その他 1,438 1,421

固定負債合計 71,438 60,868

負債合計 131,380 125,074

純資産の部   

株主資本   

資本金 19,939 19,939

資本剰余金 14,244 14,253

利益剰余金 12,602 12,086

自己株式 △2,348 △2,301

株主資本合計 44,438 43,978

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,539 747

土地再評価差額金 5,882 5,882

為替換算調整勘定 △4,710 △4,653

その他の包括利益累計額合計 2,711 1,976

新株予約権 283 339

少数株主持分 7,141 7,321

純資産合計 54,573 53,614

負債純資産合計 185,952 178,688

曙ブレーキ工業株式会社(7238)　平成24年３月期　第２四半期決算短信

- 6 -



（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 116,781 106,330

売上原価 99,685 94,598

売上総利益 17,095 11,732

販売費及び一般管理費 8,840 9,984

営業利益 8,256 1,747

営業外収益   

受取利息 41 40

受取配当金 67 90

持分法による投資利益 3 6

その他 240 86

営業外収益合計 350 222

営業外費用   

支払利息 662 635

その他 307 460

営業外費用合計 970 1,095

経常利益 7,636 874

特別利益   

固定資産売却益 3 5

補助金収入 34 804

持分変動利益 336 －

事業構造改善引当金戻入額 40 －

特別利益合計 413 809

特別損失   

固定資産除売却損 77 33

固定資産圧縮損 － 775

特別損失合計 77 808

税金等調整前四半期純利益 7,972 875

法人税、住民税及び事業税 741 937

法人税等調整額 1,362 △746

法人税等合計 2,103 191

少数株主損益調整前四半期純利益 5,869 684

少数株主利益 917 538

四半期純利益 4,952 146
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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 5,869 684

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △169 △792

為替換算調整勘定 △660 186

その他の包括利益合計 △829 △606

四半期包括利益 5,040 78

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 4,203 △588

少数株主に係る四半期包括利益 837 666
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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 7,972 875

減価償却費 4,945 4,433

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1 0

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,006 △1,218

受取利息及び受取配当金 △107 △130

支払利息 662 635

持分法による投資損益（△は益） △3 △6

固定資産除売却損益（△は益） 74 28

売上債権の増減額（△は増加） △15,573 △5,730

たな卸資産の増減額（△は増加） △536 914

仕入債務の増減額（△は減少） 13,116 2,401

その他 △3,206 △1,822

小計 6,339 380

利息及び配当金の受取額 107 130

利息の支払額 △669 △639

法人税等の支払額 △503 △913

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,275 △1,042

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △2,700 △8,900

有価証券の償還による収入 3,000 2,000

定期預金の預入による支出 △5,903 △3,550

定期預金の払戻による収入 6,000 6,500

有形固定資産の取得による支出 △2,620 △5,923

有形固定資産の売却による収入 233 5

投資有価証券の取得による支出 △8 △8

事業譲受による支出 △405 －

その他 △104 △479

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,507 △10,355

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） 356 △7

長期借入れによる収入 － 1,000

長期借入金の返済による支出 △2,504 △6,735

社債の償還による支出 △100 －

配当金の支払額 △658 △662

少数株主への配当金の支払額 △215 △486

少数株主からの払込みによる収入 1,295 －

自己株式の純増減額（△は増加） △1 △0

その他 △10 △13

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,836 △6,904

現金及び現金同等物に係る換算差額 △43 2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 889 △18,299

現金及び現金同等物の期首残高 21,552 38,461

現金及び現金同等物の四半期末残高 22,441 20,163
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(5) セグメント情報等 

（セグメント情報） 

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） 

１．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 

（単位：百万円） 

報告セグメント 
 

日本 北米 欧州 中国 タイ 
インド
ネシア

合計 
調整額 
(注)１ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)２ 

売上高     

  外部顧客への売上高 44,486 60,119 1,495 2,475 1,598 6,607 116,781 － 116,781

  セグメント間の内部
売上高又は振替高 

3,854 99 475 8 75 600 5,111 △5,111 －

計 48,341 60,218 1,970 2,483 1,673 7,206 121,892 △5,111 116,781

セグメント利益又は 
損失（△） 

4,969 1,365 △67 428 218 1,269 8,182 74 8,256

（注）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であります。 

   ２ 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おります。 

 

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） 

１．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 

（単位：百万円） 

報告セグメント 
 

日本 北米 欧州 中国 タイ 
インド
ネシア

合計 
調整額 
(注)１ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)２ 

売上高     

  外部顧客への売上高 42,305 51,276 2,092 2,403 1,529 6,725 106,330 － 106,330

  セグメント間の内部
売上高又は振替高 

3,845 92 551 1 62 502 5,053 △5,053 －

計 46,150 51,368 2,644 2,403 1,591 7,227 111,382 △5,053 106,330

セグメント利益又は 
損失（△） 

2,467 △2,518 △121 323 178 1,301 1,630 117 1,747

（注）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であります。 

   ２ 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おります。 

 

 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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平成24年３月期 第２四半期連結累計期間 決算概要〔連結〕

１．連結業績 （単位：百万円）

増減 増減率

売　上　高 (100) 116,781 (100) 106,330 △10,451 △8.9%

営業利益 (7.1) 8,256 (1.6) 1,747 △6,508 △78.8%

経常利益 (6.5) 7,636 (0.8) 874 △6,762 △88.6%

  特別損益 336 1 △335 △99.6%

税前四半期純利益 (6.8) 7,972 (0.8) 875 △7,097 △89.0%

  法人税等・調整額 2,103 191 △1,912 △90.9%

  少数株主利益 917 538 △380 △41.4%

四半期純利益 (4.2) 4,952 (0.1) 146 △4,805 △97.0%

総資産 （前期末）=平成23年３月 185,952 （当期末） 178,688 △7,264 △3.9%

純資産 （前期末） 54,573 （当期末） 53,614 △958 △1.8%

自己資本 （前期末） 47,149 （当期末） 45,954 △1,195

自己資本比率 （前期末） 25.4% （当期末） 25.7% 0.4%

現預金（有価証券含む） （前期末） 46,961 （当期末） 32,613 △14,348

有利子負債 （前期末） 83,878 （当期末） 77,705 △6,173

ネット有利子負債 （前期末） 36,917 （当期末） 45,092 8,175

ネットＤ/Ｅレシオ （前期末） 0.78倍 （当期末） 0.98倍 0.20倍

営業ＣＦ 5,275 △1,042 △6,317

(内数：減価償却費） (4,945) (4,433) (△511)

投資ＣＦ △2,507 △10,355 △7,848

(内数：有価証券＆定期預金) (397) (△3,950) (△4,347)

(内数：設備投資） (△2,821) (△6,386) (△3,565)

フリーＣＦ 2,768 △11,397 △14,165

連結子会社数 （前期末） 31社 （当期末） 28社 △3社

持分法適用会社数 （前期末） 1社 （当期末） 1社 -社

期中平均レート USD USD　　91.0円 USD　　81.8円 △9.2円

EUR  /  CNY EUR　　113.1円 /  CNY　　13.4円 EUR　　 113.5円 /  CNY　　12.5円 0.4円 / △0.9円

THB  /  IDR THB　　　2.8円 /  IDR   0.010円 THB　　　 2.7円 /  IDR   0.010円 △0.1円 /   -円

２．地域別業績 （単位：百万円）

増減 増減率

売上高 日本 48,341 46,150 △2,191 △4.5%

北米 60,218 51,368 △8,851 △14.7%

欧州 1,970 2,644 673 34.2%

中国 2,483 2,403 △80 △3.2%

タイ 1,673 1,591 △82 △4.9%

インドネシア 7,206 7,227 21 0.3%

連結消去 △5,111 △5,053 58 -

連結 116,781 106,330 △10,451 △8.9%

営業利益 日本 10.3% 4,969 5.3% 2,467 △2,502 △50.4%

北米 2.3% 1,365 - △2,518 △3,883 -

欧州 - △67 - △121 △54 -

中国 17.2% 428 13.4% 323 △105 △24.5%

タイ 13.1% 218 11.2% 178 △40 △18.4%

インドネシア 17.6% 1,269 18.0% 1,301 32 2.6%

連結消去 - 74 - 117 44 59.2%

連結 7.1% 8,256 1.6% 1,747 △6,508 △78.8%

前第2四半期連結累計期間

 (H22.4～H22.9)

当第2四半期連結累計期間

 (H23.4～H23.9)

平成23年11月1日

 (H22.4～H22.9)

前第2四半期連結累計期間 当第2四半期連結累計期間

 (H23.4～H23.9)
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