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1.  平成24年3月期の連結業績（平成23年4月1日～平成24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 ％

24年3月期 215,889 △7.5 7,507 △15.6 7,330 △9.1 2,549 1,977.4
23年3月期 233,381 12.4 8,895 ― 8,062 ― 122 ―

（注）包括利益 24年3月期 1,207百万円 （―％） 23年3月期 △473百万円 （―％）

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 ％ ％ ％

24年3月期 33.57 ― 3.8 4.7 3.5
23年3月期 1.62 ― 0.2 5.0 3.8

（参考） 持分法投資損益 24年3月期  437百万円 23年3月期  281百万円

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

24年3月期 155,540 81,010 43.2 884.61
23年3月期 158,340 82,753 42.8 892.75

（参考） 自己資本   24年3月期  67,201百万円 23年3月期  67,820百万円

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

24年3月期 9,720 △717 △1,870 20,618
23年3月期 16,557 △10,340 △6,572 12,846

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 ％ ％

23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
24年3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00 759 29.8 0.9
25年3月期(予想) ― 11.00 ― 11.00 22.00 30.4

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期(累計) 120,000 18.6 5,000 124.8 6,000 144.4 2,500 ― 32.91
通期 240,000 11.2 12,000 59.9 13,500 84.2 5,500 115.8 72.40

0128333
新規スタンプ



※  注記事項 
(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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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 76,020,019 株 23年3月期 76,020,019 株
② 期末自己株式数 24年3月期 52,634 株 23年3月期 52,546 株
③ 期中平均株式数 24年3月期 75,967,426 株 23年3月期 75,967,695 株

（参考）個別業績の概要 

平成24年3月期の個別業績（平成23年4月1日～平成24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 ％

24年3月期 107,165 △6.8 △428 ― 5,254 217.1 4,883 ―
23年3月期 114,997 9.5 △833 ― 1,657 ― △1,283 ―

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

24年3月期 64.28 ―
23年3月期 △16.89 ―

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

24年3月期 99,388 54,359 54.7 715.56
23年3月期 99,796 50,469 50.6 664.36

（参考） 自己資本 24年3月期  54,359百万円 23年3月期  50,469百万円

※ 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23年４月１日から平成24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、日本では、東日本大震災の影響により厳しい状況にあったものの緩やかに持ち直し、米国

では、緩やかに回復し、アジアにおいては、中国およびインドでは拡大し、その他のアジア地域においても回復

傾向となりました。しかし、欧州では、金融・債務危機により足踏み状態となり、総じて世界全体では、弱い回

復となりました。 

自動車市場におきましては、日本では、震災の影響があったものの、部品調達の正常化とエコカー補助金の復

活などにより需要が急増し、北米では市場の回復が進みました。一方、アジア市場における成長の伸びが鈍化

し、また、欧州での回復ペースの弱まりがあったものの、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、第11次中期３ヵ年の初年度として、「10年間戦えるフレームづくり」

を目指し、商品技術力、生産技術力、生産体質、管理領域を強化し、機能軸と製品・事業軸の観点から戦略をた

て、全世界を舞台にグローバルな事業展開をしてまいりました。 

この結果、売上高につきましては、二輪車用部品の販売は、アジアを中心とした好調な市場に牽引されたこ

と、また、出資持分を追加取得してベトナムの会社を子会社・連結化したことによる売上増などにより、前連結

会計年度に比べ増加したものの、四輪車用部品の販売においては、主に東日本大震災、タイの洪水の影響による

得意先の生産調整により前連結会計年度に比べ減少し、2,158億８千９百万円と前連結会計年度に比べ7.5％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などによる改善効果があったものの、売上変

動・構成変化や労務費の増加などのため、営業利益は75億７百万円と前連結会計年度に比べ15.6％の減益、経常

利益は、73億３千万円と前連結会計年度に比べ9.1％の減益となりました。投資有価証券売却益などによる特別利

益を計上したことにより、税金等調整前当期純利益は、89億９千６百万円と前連結会計年度に比べ31.0％の増益

となり、当期純利益は、少数株主損益等により、25億４千９百万円と前連結会計年度に比べ1,977.4％の増益とな

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、当連結会計年度末にかけて、東日本大震災からの回復やエコカー補助金の復活などによる 

需要の急増があったものの、主に震災影響による得意先の生産減に伴い、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、1,171億６千５百万円と前連結会計年度に比べ6.5％減となり、営業利益は、４億７千 

２百万円と前連結会計年度に比べ1,530.6％増となりました。 

   

（北米) 

米国においては、二輪車用部品の販売は増加したものの、四輪車用部品は、東日本大震災やタイの洪水の影 

響により減収となりました。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、411億１千万円と前連結会計年度に比べ21.9％減となり、営業損失は、８億４千５百万

円（前連結会計年度は営業損失１億１百万円）となりました。 

    

（南米） 

ブラジルでは、二輪車用部品の販売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増収となった 

ものの、四輪車用部品の販売が減少したことにより、前連結会計年度に比べ減収となりました。 

この結果、売上高は、208億８千３百万円と前連結会計年度に比べ1.6％減となり、営業利益は、８億７千５ 

百万円と前連結会計年度に比べ22.1％減となりました。 

  

（アジア） 

インドネシアでは、好調な市場に牽引された得意先の販売が増加したことにより、二輪車用部品、四輪車用 

部品ともに販売は増加し、増収となりました。タイでは、二輪車用部品の販売は増加しましたが、四輪車用部 

品の販売は、東日本大震災や洪水の影響により減収となりました。インドでは、EPS事業縮小に伴い四輪車用部

品の販売が減少しました。なお、当連結会計年度より、ベトナムのショーワ・オートパーツ・ベトナム・ 

１．経営成績
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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、452億５千６百万円と前連結会計年度に比べ9.4％増となり、営業利益は、62億９千７ 

百万円と前連結会計年度に比べ2.0％増となりました。 

     

（中国） 

東日本大震災の影響による得意先の販売の減少により、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、223億８千２百万円と前連結会計年度に比べ8.2％減となり、営業利益は、12億９千５ 

百万円と前連結会計年度に比べ40.4％減となりました。 

   

その他 

売上高は、38億８千５百万円と前連結会計年度に比べ49.7％減となり、営業損失は、３億７千１百万円（前 

連結会計年度は営業損失３億４千７百万円）となりました。 

  

③次期の見通し 

次期連結会計年度（平成24年４月１日から平成25年３月31日まで）の見通しとしましては、景気は、日本で

は、各種の政策効果などを背景に、景気の持ち直し傾向が確かなものとなることが期待されます。米国では、緩

やかな回復が続き、また、アジアにおいては、中国では拡大傾向が続くと見込まれますが、インドでは拡大テン

ポの鈍化、その他アジアでは、足踏み状態が続き、欧州では、弱い動きになるものと見込まれ、世界全体では、

弱い回復が続くと見込まれます。 

自動車業界につきましては、日本では、エコカー補助金の復活などにより需要の増加が見込まれます。北米で

は回復のテンポが弱まり、欧州では伸び悩みが見込まれるものの、中国、インドおよび東南アジアにおいては、

需要の増加が見込まれ、世界全体の需要は、前年を上回る見通しです。 

当社グループの事業展開としましては、「二輪・汎用事業本部」「四輪事業本部」「ステアリング事業本部」

「ガススプリング事業本部」の４つの事業本部を新たに組織し、「事業本部制」を導入しました。事業ごとにグ

ローバルな展開を迅速に行うことおよび機能本部の専門性を 大限に活用し、今後ますます激化が予想されるグ

ローバル市場における競争力を高めてまいります。 

  

〈次期連結業績の見通し〉 

（第２四半期連結累計期間） 

  

（通期）  

  

為替レートは、通期平均で、１米ドル＝80円、１人民元＝13円を前提としています。 

  

なお、文中における将来に関する記述は、本資料の発表日（平成24年４月26日）において入手可能な情報及び

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って大きく異なる可能性が

あります。 

  

（２）連結財政状態に関する分析 

①資産、負債、純資産の状況 

当連結会計年度末の連結総資産は、1,555億４千万円と、前連結会計年度末に比べ、27億９千９百万円減少しま

した。 

各項目の主な要因は次のとおりです。 

売 上 高  1,200億円 前年同四半期比 18.6%増 

営 業 利 益  50億円 前年同四半期比124.8%増 

経 常 利 益  60億円 前年同四半期比144.4%増 

四 半 期 純 利 益  25億円 前年同四半期は四半期純損失８億４千７百万円 

売 上 高  2,400億円 前連結会計年度比 11.2%増 

営 業 利 益  120億円 前連結会計年度比 59.9%増 

経 常 利 益  135億円 前連結会計年度比 84.2%増 

当 期 純 利 益  55億円 前連結会計年度比115.8%増 
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（流動資産） 

当連結会計年度末の流動資産は、845億５千９百万円と、前連結会計年度末に比べ、43億５千９百万円増加しま

した。これは主に受取手形及び売掛金が増加したことによるものです。 

  

（固定資産）  

当連結会計年度末の固定資産は、709億８千１百万円と、前連結会計年度末に比べ、71億５千８百万円減少しま

した。これは主に有形固定資産、投資有価証券が減少したことによるものです。 

  

（流動負債） 

当連結会計年度末の流動負債は、531億３千６百万円と、前連結会計年度末に比べ、29億３千２百万円減少しま

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） 

当連結会計年度末の固定負債は、213億９千３百万円と、前連結会計年度末に比べ、18億７千５百万円増加しま

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） 

当連結会計年度末の純資産は、810億１千万円と、前連結会計年度末に比べ、17億４千３百万円減少しました。

これは主にその他有価証券評価差額金、為替換算調整勘定および少数株主持分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 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、206億１千８百万円となり前連

結会計年度末に比べ77億７千２百万円増加しました。 

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、97億２千万円であり、前連結会計年度に比べ、68億３千６百万円減少しまし

た。これは、税金等調整前当期純利益の増加はありましたが、売上債権の増加、たな卸資産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、７億１千７百万円であり、前連結会計年度に比べ、96億２千３百万円減少し

ました。これは主に、子会社出資金の取得による支出はありましたが、短期投資による資金運用の減少、投資有

価証券売却による収入と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。 

  

（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、18億７千万円であり、前連結会計年度に比べ、47億１百万円減少しました。

これは主に短期借入金の純増減や、長期借入金による収入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。 

  前々期 前期 当期 

自 己 資 本 比 率 ％ 42.2 ％ 42.8 ％ 43.2

時 価 ベ ー ス の 自 己 資 本 比 率 ％ 33.8 ％ 29.5 ％ 33.2

債 務 償 還 年 数 1.8年 1.6年 2.3年 

インタレスト・カバレッジ・レシオ  18.4  21.3  12.8
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（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、業績、成果を勘案した利益還元を基本的な考え方とし、長期的視点に立

ち、今後の事業展開と連結業績を考慮して株主の皆様へ利益還元を図ることとしております。 

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。 

当連結会計年度（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）の期末配当につきましては、未定

としておりましたが、本日別途公表の「剰余金の配当に関するお知らせ」に記載の通り、１株につき10円とさせ

て頂くこととしました。この結果、当連結会計年度の配当金は１株につき10円となります。 

次期連結会計年度（平成24年４月１日から平成25年３月31日までの12ヶ月間）の配当予想につきましては、次

期連結会計年度の事業展開と連結業績の予想などを総合的に勘案し、１株につき中間、期末ともに11円とし年間

配当金は22円とさせて頂く予定です。 

  

（４）事業等のリスク 

当社グループ(当社、連結子会社及び持分法適用関連会社)の経営成績、財務状況等に影響を及ぼす可能性のあ

るリスクには、次のようなものがあります。 

なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したもので

す。 

①市場変動による影響 

当社グループの当連結会計年度の主となる二輪車用・四輪車用部品事業は、当社グループが得意先に製品を販

売している国又は地域における自動車の需要変動の影響を受けます。特に北米及び日本における四輪車販売の需

要変動は、当社グループの業績に大きな影響を及ぼす可能性があります。 

  

②得意先に関する影響 

当社グループの連結売上高は、特定の主要な得意先向が相当の割合を占めています。また、新商品開発力や価

格競争を含めたそれら得意先の需要変動は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

③為替レートの変動による影響 

当社グループは、グローバルな生産・供給体制の拡大と強化を図るなかで、グループ会社間の製品・部品等の

相互供給が拡大しています。相互供給取引の拡大は、為替変動リスクを増加させますが、主として米ドルの為替

予約等による為替変動リスクのヘッジ及び現地調達率の向上などにより、リスクを軽減しています。しかしなが

ら、急激な為替レートの変動が業績に影響を及ぼす可能性があります。 

また、海外関係会社の財務諸表の円換算においても、為替レートの変動の影響を受ける可能性があります。 

  

④原材料市況の変動による影響 

当社グループの製造している製品は、そのコストのうち多くを原材料費が占めています。それら原材料の素材

市況の変動は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑤品質に関する影響 

当社グループは、 先端技術を用いた新製品を早期に市場に投入するとともに、品質保証体制の確立及び品質

向上に努めています。しかしながら、製造工程等で生じた品質不具合の発生は、当社グループの業績に影響を及

ぼす可能性があります。 

  

⑥財務制限条項に関する影響 

当社は、金融機関との間で財務制限条項付帯のシンジケートタームローン契約を平成20年12月15日付で締結し

ており、当連結会計年度末における当該借入金残高は39億３千７百万円でした。   
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⑦法規制等の影響 

当社グループは、国内における種々の法規制を受けるとともに、海外においても投資規制、関税、輸出入及び

外国為替等の規制等を受けています。当社グループは、このような状況下において、権利や財産の保全及び効率

的な事業活動に注力していますが、予期せぬ現行法規制の強化又は新たな法規制により、当社グループの事業活

動、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑧災害・戦争・テロ・ストライキ等の影響 

当社グループは、グローバルに事業を展開しています。このため、自然災害・戦争・テロ・ストライキ等の発

生により、当社グループの事業活動、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 
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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、世界のお客様のニーズに柔軟にお応えしつつ、品質やコストをはじめとした製品競争力の増

強が不可欠となっています。品質、技術、生産支援等、多方面において世界の各拠点に対する日本のマザ―機能

の強化を推進するなどの諸施策を推進し、グループとしての総合力の増強、経営基盤の強化に取り組んでまいり

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23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 20,402 17,289

受取手形及び売掛金 28,026 32,382

有価証券 － 3,800

商品及び製品 4,638 5,697

仕掛品 3,416 3,202

原材料及び貯蔵品 14,759 15,725

繰延税金資産 485 387

その他 8,568 6,245

貸倒引当金 △97 △172

流動資産合計 80,200 84,559

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 17,386 16,392

機械装置及び運搬具（純額） 30,421 26,807

工具、器具及び備品（純額） 1,653 1,429

土地 10,466 10,208

リース資産（純額） 958 781

建設仮勘定 3,013 1,793

有形固定資産合計 63,899 57,411

無形固定資産   

のれん 633 1,660

その他 98 102

無形固定資産合計 732 1,763

投資その他の資産   

投資有価証券 10,581 8,142

長期貸付金 200 200

繰延税金資産 261 296

その他 2,480 3,183

貸倒引当金 △16 △17

投資その他の資産合計 13,508 11,805

固定資産合計 78,140 70,981

資産合計 158,340 155,540
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 25,077 26,952

短期借入金 16,158 11,105

未払金及び未払費用 7,130 6,562

リース債務 124 114

未払法人税等 1,001 1,265

製品保証引当金 1,244 1,538

賞与引当金 2,701 2,665

関係会社整理損失引当金 28 －

その他 2,602 2,931

流動負債合計 56,069 53,136

固定負債   

長期借入金 8,851 10,812

リース債務 866 719

繰延税金負債 2,943 2,075

製品保証引当金 1,034 1,124

退職給付引当金 5,261 5,985

役員退職慰労引当金 354 339

その他 206 338

固定負債合計 19,517 21,393

負債合計 75,586 74,529

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 52,440

自己株式 △53 △53

株主資本合計 76,008 78,542

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 3,174

繰延ヘッジ損益 － －

為替換算調整勘定 △12,364 △14,515

その他の包括利益累計額合計 △8,187 △11,340

少数株主持分 14,933 13,808

純資産合計 82,753 81,010

負債純資産合計 158,340 155,540
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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22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

売上高 233,381 215,889

売上原価 202,655 186,587

売上総利益 30,726 29,301

販売費及び一般管理費 21,831 21,794

営業利益 8,895 7,507

営業外収益   

受取利息 530 789

受取配当金 349 153

持分法による投資利益 281 437

補助金収入 426 417

その他 464 310

営業外収益合計 2,051 2,107

営業外費用   

支払利息 769 725

為替差損 1,733 1,378

その他 380 180

営業外費用合計 2,884 2,284

経常利益 8,062 7,330

特別利益   

固定資産売却益 59 66

段階取得に係る差益 － 128

投資有価証券売却益 － 1,963

関係会社整理損失引当金戻入額 70 －

特別利益合計 130 2,157

特別損失   

固定資産売却損 112 6

固定資産廃棄損 530 75

減損損失 111 409

製品保証引当金繰入額 148 －

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 1,325 491

税金等調整前当期純利益 6,866 8,996

法人税、住民税及び事業税 3,505 3,695

法人税等調整額 118 32

法人税等合計 3,624 3,728

少数株主損益調整前当期純利益 3,242 5,268

少数株主利益 3,119 2,718

当期純利益 122 2,549
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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22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 3,242 5,268

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △318 △1,001

繰延ヘッジ損益 16 －

為替換算調整勘定 △3,173 △2,796

持分法適用会社に対する持分相当額 △240 △262

その他の包括利益合計 △3,715 △4,060

包括利益 △473 1,207

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 △2,793 △602

少数株主に係る包括利益 2,319 1,810
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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22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 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   

当期首残高 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   

当期首残高 49,784 49,906

当期変動額   

当期純利益 122 2,549

連結範囲の変動 － △15

当期変動額合計 122 2,534

当期末残高 49,906 52,440

自己株式   

当期首残高 △52 △53

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 △53 △53

株主資本合計   

当期首残高 75,885 76,008

当期変動額   

当期純利益 122 2,549

自己株式の取得 △0 △0

連結範囲の変動 － △15

当期変動額合計 122 2,534

当期末残高 76,008 78,542
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(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 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24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   

当期首残高 4,494 4,176

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △318 △1,001

当期変動額合計 △318 △1,001

当期末残高 4,176 3,174

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 △16 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 16 －

当期変動額合計 16 －

当期末残高 － －

為替換算調整勘定   

当期首残高 △9,750 △12,364

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,614 △2,150

当期変動額合計 △2,614 △2,150

当期末残高 △12,364 △14,515

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △5,272 △8,187

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,915 △3,152

当期変動額合計 △2,915 △3,152

当期末残高 △8,187 △11,340

少数株主持分   

当期首残高 14,440 14,933

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 492 △1,124

当期変動額合計 492 △1,124

当期末残高 14,933 13,808

純資産合計   

当期首残高 85,054 82,753

当期変動額   

当期純利益 122 2,549

自己株式の取得 △0 △0

連結範囲の変動 － △15

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,423 △4,277

当期変動額合計 △2,300 △1,743

当期末残高 82,753 81,010
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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22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24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 6,866 8,996

減価償却費 10,120 9,777

減損損失 111 409

貸倒引当金の増減額（△は減少） △43 8

製品保証引当金の増減額（△は減少） 212 289

退職給付引当金の増減額（△は減少） 632 734

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） △2,748 △3

受取利息及び受取配当金 △879 △942

支払利息 769 725

為替差損益（△は益） 194 △71

持分法による投資損益（△は益） △281 △437

補助金収入 △426 △417

有形固定資産除売却損益（△は益） 582 15

売上債権の増減額（△は増加） 3,758 △4,451

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,033 △2,422

仕入債務の増減額（△は減少） △1,887 2,537

投資有価証券売却損益（△は益） － △1,963

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 △342 △296

小計 18,097 12,490

利息及び配当金の受取額 851 1,012

利息の支払額 △777 △760

補助金の受取額 432 300

法人税等の支払額 △3,424 △3,786

法人税等の還付額 1,377 462

営業活動によるキャッシュ・フロー 16,557 9,720
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(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 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31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 △2,208 △1,632

定期預金の払戻による収入 2,407 3,241

有形固定資産の取得による支出 △7,634 △5,341

有形固定資産の売却による収入 174 119

投資有価証券の取得による支出 △109 △5

投資有価証券の売却による収入 － 2,223

貸付金の回収による収入 － 8

短期投資による支出 △8,920 △1,000

短期投資による収入 6,140 3,392

子会社出資金の取得による支出 － △1,605

その他 △190 △117

投資活動によるキャッシュ・フロー △10,340 △717

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） △2,855 307

長期借入れによる収入 3,234 6,698

長期借入金の返済による支出 △6,167 △5,083

セール・アンド・リースバックによる収入 1,006 －

配当金の支払額 △1 △0

少数株主への配当金の支払額 △1,693 △3,669

その他 △96 △123

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,572 △1,870

現金及び現金同等物に係る換算差額 752 639

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 396 7,772

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期末残高 12,846 20,618
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 該当事項はありません。 

   

Ⅰ 前連結会計年度(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、２輪ショ

ックアブソーバ、４輪ショックアブソーバ、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 

(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、主に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 

      です。 

    (２) セグメント資産の調整額は、主にセグメント間債権の消去です。 

    (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又は営業損失(△)と調整を行っています。 

(5)継続企業の前提に関する注記

(6)連結財務諸表に関する注記事項

(セグメント情報等)

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 

  

 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  86,053  23,027  15,140  30,472  16,536  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 
 －  －  －  1,832  654  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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Ⅱ 当連結会計年度(自  平成23年４月１日  至  平成24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、２輪ショ

ックアブソーバ、４輪ショックアブソーバ、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、ベトナム  

  

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 

(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、主に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 

      です。 

    (２) セグメント資産の調整額は、主にセグメント間債権の消去です。 

    (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又は営業損失(△)と調整を行っています。 

  

  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 

  

 86,669  40,570  20,883  44,799  19,080  212,004  3,885  215,889  －  215,889

セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 30,495  539  －  456  3,301  34,792  0  34,792  △34,792  －

計  117,165  41,110  20,883  45,256  22,382  246,797  3,885  250,682  △34,792  215,889

セグメント利益

又は損失(△) 
 472  △845  875  6,297  1,295  8,096  △371  7,724  △216  7,507

セグメント資産  84,571  22,065  12,990  29,326  17,677  166,632  3,758  170,391  △14,850  155,540

その他の項目                     

  減価償却費   4,613  1,802  605  1,847  861  9,731  123  9,854  △77  9,777

  
持分法適用会

社への投資額 
 －  －  －  1,790  745  2,536  －  2,536  －  2,536

  
有形固定資産

及び無形固定

資産の増加額 

 2,250  959  401  1,061  403  5,076  103  5,179  △44  5,134
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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 

  

 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22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
至 平成24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、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

 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884 61

１株当たり当期純利益     円 銭33 57

項目 
前連結会計年度末 

(平成23年３月31日) 
当連結会計年度末 

(平成24年３月31日) 

純資産の部の合計額(百万円)  82,753  81,010

純資産の部の合計額から控除する金額 
(百万円) 

 14,933  13,808

(うち少数株主持分) ( ) 14,933 ( ) 13,808

普通株式に係る連結会計年度末の 
純資産額(百万円) 

 67,820  67,201

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22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

当期純利益 
(百万円) 

 122  2,549

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) 

 122  2,549

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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平成 24 年 4 月 26 日 

 

 

平成 2４年３月期連結累計期間 

参考資料 

 

 

 

 平成23年3月期 平成24年3月期 平成25年3月期

通期 通期 通期
実績 実績 予想

233,381 215,889 △ 17,491 240,000 24,110
ショックアブソーバ 63,842 70,955 7,113 71,050 94
ボート用製品 2,777 2,627 △ 150 2,490 △ 137

計 66,619 73,583 6,963 73,540 △ 43
ショックアブソーバ 49,211 45,056 △ 4,154 54,600 9,543
駆動系 21,944 21,812 △ 131 24,050 2,237

計 71,155 66,869 △ 4,286 78,650 11,780
71,038 61,524 △ 9,514 73,440 11,915
24,566 13,912 △ 10,654 14,370 457

125,258 117,165 △ 8,093
52,627 41,110 △ 11,517
21,229 20,883 △ 346
41,359 45,256 3,896
24,370 22,382 △ 1,987

△ 31,463 △ 30,907 555
8,895 7,507 △ 1,388 12,000 4,492
8,062 7,330 △ 732 13,500 6,169

122 2,549 2,427 5,500 2,950
1円62銭 33円57銭 31円95銭 72円40銭 38円83銭

営業利益増減要因 11,266 △ 1,388 △ 12,654 4,492 5,880
売上変動構成変化 3,892 △ 1,694 △ 5,586 4,030 5,724

△ 1,180 △ 1,566 △ 386 △ 1,640 △ 73
△ 209 △ 629 △ 420 △ 40 589

研究開発費 414 △ 418 △ 832 △ 800 △ 381
7,471 2,706 △ 4,765 2,490 △ 216

594 267 △ 326 1,010 742
283 △ 53 △ 336 △ 558 △ 504

5,496 5,880 383 6,687 807
7,824 5,134 △ 2,689 9,070 3,936

10,120 9,777 △ 343 8,380 △ 1,397
158,340 155,540 △ 2,799
82,753 81,010 △ 1,743

※営業利益増減要因の各増減金額は、前年同期為替レートで換算しており、当期為替レートとの
　 換算差は、「為替影響他」に含めています。

（単位：百万円未満切捨て）

差異 差異

連結売上

製
品
別

２輪車用・汎用製品

４輪車用製品

ステアリング製品　（CVTﾎﾟﾝﾌﾟを含む）

ガススプリング・その他
セ
グ
メ
ン
ト
別

日本

その他・調整額

北米
南米
アジア
中国

営業利益
経常利益
純利益・純損失（△）
１株当たり純利益・純損失（△）

労務費
原材料価格影響

原価低減効果等
減価償却費

為替影響

純資産

研究開発費
設備投資
減価償却費
総資産


	表紙
	決算短信(表紙＆参考資料以外)_ヘッダー＆ページあり_V4_20120426.pdf
	104通期_参考資料_V00_120426



