
平成24年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 
平成24年4月27日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 ケーヒン 上場取引所 東 
コード番号 7251 URL http://www.keihin-corp.co.jp
代表者 （役職名） 取締役社長 （氏名） 田内 常夫
問合せ先責任者 （役職名） 執行役員総務部長 （氏名） 新道 清一 TEL 03-3345-3411
定時株主総会開催予定日 平成24年6月22日 配当支払開始予定日 平成24年6月25日
有価証券報告書提出予定日 平成24年6月22日
決算補足説明資料作成の有無 ： 有
決算説明会開催の有無 ： 有 証券アナリスト・機関投資家向け

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 259,994 △6.6 10,818 △49.9 11,458 △47.2 4,239 △65.6
23年3月期 278,490 8.8 21,598 57.5 21,694 41.2 12,324 61.4

（注）包括利益 24年3月期 1,078百万円 （△87.7％） 23年3月期 8,801百万円 （―％）

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 57.32 ― 3.5 5.8 4.2
23年3月期 166.63 ― 10.3 11.2 7.8

（参考） 持分法投資損益 24年3月期  ―百万円 23年3月期  ―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 202,724 143,909 60.3 1,652.61
23年3月期 193,557 140,927 63.4 1,658.08

（参考） 自己資本   24年3月期  122,229百万円 23年3月期  122,634百万円

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 5,462 △16,443 △4,620 25,865
23年3月期 27,355 △10,855 △6,423 42,638

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 ― 12.00 ― 13.00 25.00 1,849 15.0 1.5
24年3月期 ― 13.00 ― 13.00 26.00 1,922 45.4 1.6
25年3月期(予想) ― 14.00 ― 14.00 28.00 19.0

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) 150,300 30.7 6,900 175.1 7,100 183.3 4,700 ― 63.55
通期 310,000 19.2 17,700 63.6 18,000 57.1 10,900 157.1 147.37



※  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） ： 有  

(注) 詳細は、添付資料P.15「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧下さい。 

(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 2社 （社名）

大洋昭和汽車空調（大連）有限公司（総
経理：門口 恒孝 資本金：15,117千米
ドル）及びケーヒン・サーマル・テクノロ
ジー・チェコ・エスアールオー（社長：パ
ベル ルツキー 資本金：531,830千チェ
ココルナ）

、 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  ： 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期 73,985,246 株 23年3月期 73,985,246 株
② 期末自己株式数 24年3月期 24,031 株 23年3月期 23,586 株
③ 期中平均株式数 24年3月期 73,961,438 株 23年3月期 73,962,452 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 143,993 △1.0 △2,014 ― 2,215 △80.1 1,051 △89.3
23年3月期 145,510 10.5 5,318 ― 11,120 ― 9,870 ―

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 14.22 ―
23年3月期 133.46 ―

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 117,513 85,587 72.8 1,157.19
23年3月期 115,680 86,226 74.5 1,165.82

（参考） 自己資本 24年3月期  85,587百万円 23年3月期  86,226百万円

※ 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監査手続を実施してい 
ます。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 （将来に関する記述等についてのご注意） 
 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、当社が現時点で入手可能な情報に基づき当社の経営者が判断した予想であり、リスクや 
不確実性を含んでいます。従いまして、これらの業績予想のみに全面的に依拠して投資判断を下すことは控えるようお願いいたします。 
 実際の業績等は、様々な重要要素により、これらの業績予想とは大きく異なる結果となり得ることをご承知おき下さい。実際の業績に影響を与え得る重要要素
には、当社の事業領域を取り巻く経済情勢、市場の動向、対ドルをはじめとする円の為替レート等が含まれます。 
 業績予想の前提となる仮定等については、添付資料のP.3「経営成績に関する分析」をご参照下さい。 
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(1）経営成績に関する分析 

①当連結会計年度の経営成績 

   

当連結会計年度における当社グループを取り巻く経済情勢は、日本においては、東日本大震災

やタイの洪水などが企業活動に大きな影響を及ぼし非常に厳しい状況で推移しました。その後、

サプライチェーンの正常化などによる生産の回復に伴い、景気は緩やかに持ち直しました。 

海外においては、アジアでは、タイの洪水などがありましたが、中国やインドを中心に景気は

堅調に推移しました。欧米では、欧州債務問題に起因する金融不安により欧州の景気は低迷しま

したが、米国の景気は後半わずかながら回復いたしました。 

  

こうした状況のなか、当社グループは、第11次中期経営計画の目的である「グローバル競争に

打勝つ事業体質の確立」を目指し、事業展開を図ってまいりました。 

  

二輪車・汎用製品では、排出ガス規制などにより電子燃料噴射システム（ＦＩシステム）への

移行が始まったインドネシアにおいて、廉価な小型二輪車用ＦＩシステムがホンダ「スペーシ

ー」および「スープラ Ⅹ １２５」の２シリーズのモデルに搭載されました。また、四輪車製品

で培った技術を活かした大型二輪車用電子制御スロットルボディシステムが、ＫＴＭ「６９０ 

デューク」およびトライアンフ「タイガーエクスプローラー」に搭載されました。汎用製品で

は、より小型化した自家発電用ガスミキサーが、ホンダ家庭用ガスエンジンコージェネレーショ

ンユニットに搭載されました。 

  

四輪車製品では、廉価車ニーズに対応するため、現地調達、部品の集約および機能の見直しな

どを図った燃料供給システムが、ホンダ「ブリオ」に搭載されました。一方、拡大するハイブリ

ッド車のモーターやバッテリーを制御する電子制御製品が、ホンダ「フィット シャトル ハイブ

リッド」や「フリード ハイブリッド」に搭載されたほか、新たに開発したリチウムイオンバッ

テリーに対応の製品が、ホンダ「シビック ハイブリッド」に搭載されました。また、ホンダ

「ＣＲ－Ｖ」には、新たに開発した燃料供給システムをはじめ、空調製品および電子制御製品が

搭載されました。代替燃料製品では、当社が注力してきた天然ガス車用インジェクターをメルセ

デス・ベンツブランド車両用に開発・供給することでドイツのダイムラー社と合意に至りまし

た。 

  

 グローバルでの競争力強化を目的として、海外では、四輪車需要やお客様ニーズが高まるイン

ドとメキシコに生産子会社を設立したほか、二輪車需要が高まるベトナムに生産子会社を設立し

ました。日本では、マザー工場として生産効率を高めるため、先進的な生産技術の確立に取組み

ました。また、グローバルでの事業拡大や長期化する円高に対する取組みとして、海外調達先の

開拓により、さらなる現地調達化を推進するグローバル購買室を新設しました。 

  

 また、自動車用熱交換器事業等の譲受けについては、１月に昭和電工株式会社からの株式取得

を完了し、空調製品の主力子会社として、株式会社ケーヒン・サーマル・テクノロジーおよび米

国、タイ、中国、チェコにある海外子会社４社が当社グループに新たに加わりました。これによ

り、空調製品のコスト競争力および製品開発力のさらなる強化を目指してまいります。 

  

１．経営成績
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 セグメント別売上高の状況 

（日 本） 

 二輪車・汎用製品は、アジア向け製品や大型二輪車用製品などの販売が増加しました。四輪車

製品は、ハイブリッド車用製品の販売増加はありましたが、東日本大震災の影響などにより、国

内向け製品に加えアジア向け製品の販売が減少しました。これらにより売上高は1,449億８千１

百万円と前期に比べ14億７千６百万円の減収となりました。  

（米 州） 

 南米での二輪車・汎用製品の販売増加はあるものの、為替換算上の影響や北米での四輪車製品

の販売減少により、売上高は660億９千６百万円と前期に比べ69億７千５百万円の減収となりま

した。 

（アジア） 

 インドネシアおよびインドでの二輪車・汎用製品の販売増加はあるものの、タイの水害の影響

などによるタイやインドでの四輪車製品の販売減少に加え、為替換算上の影響などにより、売上

高は713億６千９百万円と前期に比べ92億８千６百万円の減収となりました。 

（中 国） 

 為替換算上の影響はあるものの、四輪車製品において部品の有償支給化による売上げ増加があ

り、売上高は347億２千１百万円と前期に比べ５億７千３百万円の増収となりました。 

（欧 州） 

 主に四輪車製品の販売減少により、売上高は44億４千４百万円と前期に比べ13億４千７百万円

の減収となりました。  

  

 以上の結果、当連結会計年度の連結売上高は2,599億９千４百万円と前期に比べ184億９千６百

万円の減収となりました。二輪車・汎用製品では887億５千４百万円と前期に比べ34億２千６百

万円の増収、四輪車製品では1,712億３千９百万円と前期に比べ219億２千２百万円の減収となり

ました。利益においては、販売減に伴う利益の減少、労務費や研究開発費などの増加および為替

の影響により、営業利益は108億１千８百万円、経常利益は114億５千８百万円と前期に比べ、そ

れぞれ107億７千９百万円、102億３千６百万円の減益となりました。当期純利益は42億３千９百

万円と前期に比べ80億８千４百万円の減益となりました。 

   

②次期の見通し  

 二輪車・汎用製品および四輪車製品の販売増加や、自動車空調用熱交換器事業（連結調整前売

上高：約266億円）が新たに連結されることにより、売上高は、通期で3,100億円と前期に比べ

500億円の増収となる見込みです。 

 利益については、研究開発費や減価償却費の増加、新規連結拠点の固定費負担はあるものの、

売上増加による利益増加や合理化効果などにより、営業利益は177億円、経常利益は180億円、当

期純利益は109億円と前期と比べいずれも増加する見込みです。       
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(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連結総資産は、2,027億２千４百万円となり、前期末に比べ91億６千７百

万円の増加となりました。 

 各項目別の主な要因は次のとおりです。 

（流動資産） 

 流動資産は1,188億１千６百万円と、前期末に比べ13億８千８百万円増加しました。これは主

に現金及び預金や有価証券の減少はあるものの、受取手形及び売掛金やたな卸資産の増加などに

よるものです。 

（固定資産） 

 固定資産は839億７百万円と、前期末に比べ77億７千８百万円増加しました。これは主に建設

仮勘定や投資有価証券などの増加によるものです。 

（流動負債） 

 流動負債は534億１千９百万円と、前期末に比べ63億４千９百万円増加しました。これは主に

災害損失引当金の減少はあるものの、支払手形及び買掛金や未払費用などの増加によるもので

す。 

（固定負債） 

 固定負債は53億９千４百万円と、前期末に比べ１億６千４百万円減少しました。これは主に繰

延税金負債の増加はあるものの、長期借入金などの減少によるものです。 

（純資産） 

 純資産は1,439億９百万円と、前期末に比べ29億８千２百万円増加しました。これは主に為替

換算調整勘定の減少はあるものの、当期純利益による利益剰余金の増加によるものです。 
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②キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、258億６千５百

万円と前期末に比べ、167億７千３百万円減少となりました。 

 当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況と前期末に対する各キャッシュ・フローの増減状

況は以下のとおりです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度における営業活動の結果、増加した資金は、売上債権の増加およびたな卸資産

の増加はあるものの、税金等調整前当期純利益や減価償却費および仕入債務の増加などにより54

億６千２百万円となりました。 

 営業活動によるキャッシュ・インフローは前期に比べ218億９千２百万円の減少となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度における投資活動の結果、減少した資金は、有形固定資産及び無形固定資産や

投資有価証券の取得などにより164億４千３百万円となりました。 

 投資活動によるキャッシュ・アウトフローは、前期に比べ55億８千８百万円の増加となりまし

た。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度における財務活動の結果、減少した資金は、長期借入金の返済および配当金の

支払いなどにより46億２千万円となりました。 

 財務活動によるキャッシュ・アウトフローは、前期に比べ18億３百万円の減少となりました。 

  

（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．キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシ

ュ・フローを利用しております。 

（注）３．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 

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の 重要課題の一つとして位置づけております。 

配当につきましては、今後の事業展開などを総合的に勘案し、長期的な視点に立ち連結業績を

考慮しながら実施する事を方針としております。 

平成24年３月期における期末配当は、当期の業績等を総合的に勘案し、１株当たり13円とさせ

ていただき、中間配当を含めた年間配当としては、26円とさせていただく予定です。 

 なお、平成25年３月期の年間配当につきましては、１株当たり２円増配の28円を予定しており

ます。 

  

  平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期

自己資本比率（％）  60.3  63.4  60.3

時価ベースの自己資本比率（％） 68.9  60.3 55.9

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） 41.9  12.4 30.2

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 47.5  145.0 57.7
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  当社グループは、当社、子会社35社で構成されており、自動車部品の製造販売を主な事業として

おります。また、本田技研工業（株）(原動機及び輸送用機械等の製造販売)に製品の販売を行って

おり、継続的で緊密な事業上の関係にあります。 
  
 事業の系統図は次のとおりです。 

 

２．企業集団の状況
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(1）会社の経営の基本方針 

 当社グループは、「人間尊重」と「５つの喜び」を基本理念としています。「人間尊重」と

は、企業の中で一番大切な財産は「人」であり、一人ひとりが活き活きと輝いていることがパワ

ーの源であるという信念を表しています。「５つの喜び」とは、「人間尊重」に基づいてケーヒ

ンの企業活動に関わりを持つすべての人たち一人ひとりと、いかに多くの喜びを分かち合えたか

が、私たちの行動の成果であるという信念を表しています。 

 こうした基本理念をベースに企業活動の目的である社是「私たちは、常に新しい価値を創造

し、人類の未来に貢献する」を実現し、企業価値のさらなる向上に努めます。 

  

  

(2）中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題  

  

当社グループは、昨年の東日本大震災により明確となった生産領域および調達領域での課題に

対して、対応を進めてまいりました。生産領域については、１拠点に集中した生産体制からグロ

ーバルでの生産補完体制への構築を推進しており、このたびのタイの洪水ではお客様への部品供

給を迅速に行うことができました。調達領域については、調達先と一体となった供給体制の整備

を図っております。さらに今後の有事に備えた在庫確保を図るなど、変化に強い体制の構築に取

り組んでまいります。 

また、昨年７月に公正取引委員会より下請代金支払遅延等防止法の規定に基づく勧告を受けま

した。この事態を深く反省し、全社をあげて再発防止を講じました。今後のグローバルでの事業

展開に対応すべく、さらなるコンプライアンス体制の強化を図ってまいります。 

  

当社グループを取り巻く事業環境は、アジアの拡大や北米の回復により緩やかな景気回復が見

込まれるものの、長期化する円高、欧州の債務危機および電力供給不安など不安定な要素を抱え

ております。 

今後の自動車市場は、日本や欧米などの成熟市場はより環境志向へ、中国やアジアを中心とし

た成長市場はより廉価志向に向かうと思われ、競争はますます厳しさを増していきます。 

  

これらの取組んだ施策を継続するとともに、第11次中期経営計画（平成23年４月から平成26年

３月までの３ヵ年）の目標である「グローバル競争に打勝つ事業体質の確立」の達成のため、

「ニーズの多様化への対応力強化」、「グローバルベストオペレーションの確立」および「自主

自立に向けた意識改革と行動」の３つの主要施策を展開し、企業価値向上を目指してまいりま

す。 

  

また、今後のグローバルな事業拡大や経営環境の変化に迅速に対応するため、執行役員制度を

導入することといたしました。これにより、地域や現場への権限委譲を進め、経営の監督と執行

の役割を分化し、取締役会の機動性を向上させることで、経営の効率化・迅速化を図ってまいり

ます。 

   

(3）目標とする経営指標  

 経営指標として、第11次中期で連結営業利益率８％以上を目指し、事業を展開してまいりま

す。  

   

  

  

３．経営方針
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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 32,211 23,817

受取手形及び売掛金 34,706 43,538

有価証券 14,500 5,600

商品及び製品 8,833 10,529

仕掛品 4,386 5,689

原材料及び貯蔵品 13,909 19,764

繰延税金資産 3,402 3,378

その他 5,476 6,498

流動資産合計 117,428 118,816

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 17,897 18,720

機械装置及び運搬具（純額） 24,850 25,532

工具、器具及び備品（純額） 5,080 5,550

土地 9,227 9,184

リース資産（純額） － 236

建設仮勘定 6,584 8,970

有形固定資産合計 63,640 68,194

無形固定資産 2,597 2,712

投資その他の資産   

投資有価証券 4,725 6,020

長期貸付金 464 438

繰延税金資産 2,089 1,804

その他 2,631 4,750

貸倒引当金 △20 △12

投資その他の資産合計 9,890 13,001

固定資産合計 76,128 83,907

資産合計 193,557 202,724
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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 27,694 33,724

短期借入金 1,524 1,045

1年内返済予定の長期借入金 1,259 601

未払費用 8,675 9,438

リース債務 － 25

未払法人税等 1,812 1,815

製品保証引当金 594 437

役員賞与引当金 92 63

災害損失引当金 1,300 52

繰延税金負債 35 23

資産除去債務 16 －

その他 4,066 6,191

流動負債合計 47,070 53,419

固定負債   

長期借入金 600 －

リース債務 － 211

繰延税金負債 813 1,689

退職給付引当金 1,799 1,481

役員退職慰労引当金 423 433

資産除去債務 199 155

その他 1,722 1,424

固定負債合計 5,559 5,394

負債合計 52,630 58,814

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,932 6,932

資本剰余金 7,940 7,940

利益剰余金 121,168 123,472

自己株式 △34 △34

株主資本合計 136,007 138,310

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2,281 2,509

繰延ヘッジ損益 △5 －

為替換算調整勘定 △15,649 △18,590

その他の包括利益累計額合計 △13,373 △16,081

少数株主持分 18,292 21,680

純資産合計 140,927 143,909

負債純資産合計 193,557 202,724
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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 278,490 259,994

売上原価 238,451 230,400

売上総利益 40,039 29,593

販売費及び一般管理費 18,440 18,774

営業利益 21,598 10,818

営業外収益   

受取利息 504 466

受取配当金 397 290

その他 594 710

営業外収益合計 1,496 1,466

営業外費用   

支払利息 188 94

為替差損 873 391

固定資産廃棄損 191 133

その他 147 207

営業外費用合計 1,400 826

経常利益 21,694 11,458

特別利益   

固定資産売却益 － 511

負ののれん発生益 1,191 196

関係会社出資金売却益 － 221

製品保証引当金戻入額 194 －

保険金収入 － 752

その他 － 0

特別利益合計 1,386 1,682

特別損失   

持分変動損失 － 93

減損損失 133 223

災害損失 1,519 2,340

災害損失引当金繰入額 1,300 －

関係会社清算損 415 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 137 －

その他 － 310

特別損失合計 3,506 2,967

税金等調整前当期純利益 19,574 10,173

法人税、住民税及び事業税 5,301 5,203

法人税等調整額 △813 △3

法人税等合計 4,488 5,199

少数株主損益調整前当期純利益 15,086 4,974

少数株主利益 2,761 734

当期純利益 12,324 4,239
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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 15,086 4,974

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △193 228

繰延ヘッジ損益 △5 5

為替換算調整勘定 △6,085 △4,129

その他の包括利益合計 △6,284 △3,895

包括利益 8,801 1,078

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 7,467 1,531

少数株主に係る包括利益 1,333 △452

㈱ケーヒン　（7251）　平成24年3月期　決算短信

－11－



（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 6,932 6,932

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,932 6,932

資本剰余金   

当期首残高 7,940 7,940

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 7,940 7,940

利益剰余金   

当期首残高 110,561 121,168

当期変動額   

剰余金の配当 △1,701 △1,922

当期純利益 12,324 4,239

連結子会社の増加に伴う減少 △16 △12

当期変動額合計 10,607 2,303

当期末残高 121,168 123,472

自己株式   

当期首残高 △31 △34

当期変動額   

自己株式の取得 △2 △0

当期変動額合計 △2 △0

当期末残高 △34 △34

株主資本合計   

当期首残高 125,403 136,007

当期変動額   

剰余金の配当 △1,701 △1,922

当期純利益 12,324 4,239

連結子会社の増加に伴う減少 △16 △12

自己株式の取得 △2 △0

当期変動額合計 10,604 2,302

当期末残高 136,007 138,310
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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 2,479 2,281

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △198 228

当期変動額合計 △198 228

当期末残高 2,281 2,509

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 － △5

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5 5

当期変動額合計 △5 5

当期末残高 △5 －

為替換算調整勘定   

当期首残高 △10,996 △15,649

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,652 △2,941

当期変動額合計 △4,652 △2,941

当期末残高 △15,649 △18,590

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △8,516 △13,373

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,856 △2,707

当期変動額合計 △4,856 △2,707

当期末残高 △13,373 △16,081

少数株主持分   

当期首残高 19,616 18,292

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,323 3,387

当期変動額合計 △1,323 3,387

当期末残高 18,292 21,680

純資産合計   

当期首残高 136,502 140,927

当期変動額   

剰余金の配当 △1,701 △1,922

当期純利益 12,324 4,239

連結子会社の増加に伴う減少 △16 △12

自己株式の取得 △2 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6,180 679

当期変動額合計 4,424 2,982

当期末残高 140,927 143,909
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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 19,574 10,173

減価償却費 13,924 12,817

減損損失 133 223

有形及び無形固定資産処分損益（△は益） 191 133

製品保証引当金の増減額（△は減少） △395 △143

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） △259 －

災害損失引当金の増減額（△は減少） 1,300 △1,247

退職給付引当金の増減額（△は減少） △669 △302

前払年金費用の増減額（△は増加） △61 △778

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 30 9

受取利息及び受取配当金 △901 △756

支払利息 188 94

売上債権の増減額（△は増加） 3,966 △8,652

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,128 △7,105

仕入債務の増減額（△は減少） △801 5,721

関係会社出資金売却損益（△は益） － △221

負ののれん発生益 △1,191 △196

固定資産売却損益（△は益） △60 △554

受取保険金 － △752

その他 △488 776

小計 32,350 9,237

利息及び配当金の受取額 740 426

利息の支払額 △176 △79

法人税等の支払額 △5,559 △4,873

保険金の受取額 － 752

営業活動によるキャッシュ・フロー 27,355 5,462

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の純増減額（△は増加） 640 165

子会社出資金の取得による支出 － △1,737

有形及び無形固定資産の取得による支出 △11,906 △13,185

有形及び無形固定資産の売却による収入 428 888

投資有価証券の取得による支出 △219 △3,340

投資有価証券の売却による収入 285 2

関係会社出資金売却による収入 － 648

長期貸付けによる支出 △599 △516

長期貸付金の回収による収入 581 550

その他 △65 80

投資活動によるキャッシュ・フロー △10,855 △16,443

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） △1,559 △437

長期借入金の返済による支出 △1,843 △1,257

自己株式の取得による支出 △2 △0

配当金の支払額 △1,701 △1,922

少数株主への配当金の支払額 △1,315 △984

その他 － △16

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,423 △4,620

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,027 △1,193

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 8,049 △16,795

現金及び現金同等物の期首残高 34,505 42,638

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 82 21

現金及び現金同等物の期末残高 42,638 25,865
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該当事項はありません。  

   

①連結の範囲に関する事項 

(イ)連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称等 

 連結子会社の数 32社 

 当連結会計年度より、ケーヒンマレーシアマニュファクチュアリング・エスディエヌビ

ーエイチディは重要性が増したため、連結の範囲に含めております。 

 また、平成24年１月１日に、株式会社サーマル・テクノロジーの株式60%を取得したこと

により、株式会社ケーヒン・サーマル・テクノロジー、ケーヒン・サーマル・テクノロジ

ー・オブ・アメリカ・インコーポレーテッド、ケーヒン・サーマル・テクノロジー（タイ

ランド）カンパニー・リミテッド、大洋昭和汽車空調（大連）有限公司、ケーヒン・サー

マル・テクノロジー・チェコ・エスアールオーを連結の範囲に含めております。 

 当該連結子会社の決算日と連結決算日との差異が３ヶ月を超えておりませんので、当連

結会計年度は貸借対照表のみを連結しております。 

 なお、連結子会社であったケーヒンフューエルシステムズ・インコーポレーテッドを平

成23年４月１日に北米地域における更なる効率的な運営体制を図ることを目的として、ケ

ーヒンノースアメリカ・インコーポレーテッドに吸収合併したため、連結の範囲から除い

ております。  

 主要な連結子会社の名称 

  ケーヒンアイピーティーマニュファクチュアリング・エルエルシー、ケーヒンアジアバ

ンコクカンパニー・リミテッド、ケーヒン（タイランド）カンパニー・リミテッド、ピー

ティーケーヒンインドネシア、東莞京濱汽車電噴装置有限公司 

   

(ロ)非連結子会社の数及び主要な会社等の名称 

 非連結子会社の数 ３社 

 主要な非連結子会社の名称  

 ケーヒン・デ・メキシコ・エスエーデシーブイ、ケーヒンベトナムカンパニー・リミテ

ッド、ケーヒンオートモーティブシステムズインディア・プライベートリミテッド   

 連結の範囲から除いた理由 

   上記非連結子会社のうち、ケーヒン・デ・メキシコ・エスエーデシーブイについては、
設立（平成24年２月１日）して間もないこと及びいずれの非連結子会社についても、総資
産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等が連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、全
体としての重要性も乏しいため、連結の範囲から除いております。 

  

②持分法の適用に関する事項 

(イ)持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の数及び主要な会社等の名称 無 

  

(ロ)持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の数及び主要な会社等の名称 

  持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の数 ３社 

  主要な会社等の名称 

  （非連結子会社）  

 ケーヒン・デ・メキシコ・エスエーデシーブイ、ケーヒンベトナムカンパニー・リミテ

ッド、ケーヒンオートモーティブシステムズインディア・プライベートリミテッド 

 持分法を適用しない理由 

上記持分法を適用しない非連結子会社のうち、ケーヒン・デ・メキシコ・エスエーデシ
ーブイについては、設立（平成24年２月１日）して間もないこと及びいずれの非連結子会
社についても、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等が連
結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、全体としての重要性も乏しいため、持分法の適用
の範囲から除いております。 

  

(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
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③連結子会社の事業年度等に関する事項 

 連結子会社32社のうち、㈱金津製作所、㈱京浜総業、㈱ケーヒンワタリ、㈱ケーヒン・サー

マル・テクノロジー、ケーヒン・サーマル・テクノロジー・オブ・アメリカ・インコーポレー

テッド、ケーヒンテクノロジア・ド・ブラジル・リミターダ、ケーヒンアジアバンコクカンパ

ニー・リミテッド、ケーヒン（タイランド）カンパニー・リミテッド、ケーヒンオートパーツ

（タイランド）カンパニー・リミテッド、ケーヒン・サーマル・テクノロジー（タイランド）

カンパニー・リミテッド、台灣京濱化油器股份有限公司、東莞京濱汽車電噴装置有限公司、南

京京濱化油器有限公司、京濱電子装置研究開発（上海）有限公司、大洋昭和汽車空調（大連）

有限公司、ケーヒンセールスアンドデベロップメントヨーロッパ・ゲーエムベーハー及びケー

ヒン・サーマル・テクノロジー・チェコ・エスアールオーの決算日は12月31日であります。連

結財務諸表の作成にあたっては同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要

な取引については、連結上必要な調整を行っております。 

  

 当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変

更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上

の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年

12月４日）を適用しております。  

(7) 追加情報
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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諸表が入手可能であり、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。 

 当社は主に自動車部品の生産・販売を行っており、地域性を重視した経営組織と生産・販売

体制を基礎とした「日本」、「米州」、「アジア」、「中国」及び「欧州」の５つを報告セグ

メントとしております。 

 上記のうち、米州においては米州本部、アジアにおいてはアジア本部、中国においては中国

本部、欧州においては欧州統括がそれぞれの地域を管理しております。  

  

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

 各セグメントの会計処理方法は、前連結会計年度の有価証券報告書の「連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項」に記載のとおりです。 

 また、セグメント間の内部売上高は、独立企業間価格に基づいております。 

  

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

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）     

（注）１．売上高の調整額は、セグメント間の内部売上高であります。また、セグメント利益

の調整額は、たな卸資産及び固定資産に関するセグメント間の内部利益消去額であ

ります。 

 ２．セグメント資産の調整額は、親会社および連結子会社の長期投資資金（投資有価証

券）や管理部門に係る資産等の全社資産7,821百万円及びセグメント間の連結調整の

影響額であります。 

 ３．減価償却費には長期前払費用及び繰延資産の償却費が含まれており、減価償却費の

調整額は、セグメント間の連結調整の影響額であります。 

 ４．有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、セグメント間の連結調整の影

響額であります。  

 ５．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益であります。 

 ６．セグメント資産は、連結貸借対照表の資産であります。 

 ７．平成24年１月１日に取得した株式会社ケーヒン・サーマル・テクノロジーグループ

５社のセグメント資産は、「日本」セグメントに含めております。  

  

(8) 連結財務諸表に関する注記事項
（セグメント情報等）

  

報告セグメント 調整額 
（注） 
(百万円) 

連結財務諸
表計上額 
（注） 
(百万円) 

日本 
(百万円) 

米州 
(百万円)

アジア 
(百万円)

中国 
(百万円)

欧州 
(百万円)

計 
(百万円) 

売上高    

 外部顧客への売上高  92,377  65,185  65,788  32,384  4,258  259,994 ―  259,994

 セグメント間の 

 内部売上高 
 52,604  910  5,581  2,337  186  61,619  (61,619) ― 

計  144,981  66,096  71,369  34,721  4,444  321,613  (61,619)  259,994

セグメント利益 

又は損失（△）  
 △485  △919  9,684  2,819  77  11,175  (356)  10,818

セグメント資産  138,482  42,699  55,031  25,570  2,581  264,364  (61,640)  202,724

その他の項目     

    
 減価償却費 
  

 6,454  3,403  4,318  1,761  192  16,130  (3,313)  12,817

 有形固定資産及び無形

固定資産の増加額 
 6,048  2,760  3,802  812  24  13,448  (435)  13,013
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４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 

 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）        

（単位:百万円）

  

５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 

 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） 

 「日本」セグメントにおいて、平成24年１月１日に連結財務諸表提出会社が株式会社ケーヒ

ン・サーマル・テクノロジーの株式60％を取得したことにより、負ののれん発生益を計上して

おります。当連結会計年度における当該事象による負ののれん発生益は198百万円ですが、報告

セグメントごとのセグメント利益又は損失（△）には含まれておりません。   

    

 １株当たり純資産額                                  円 銭 

 １株当たり当期純利益金額                                  円 銭 

  

 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。 

  

（注）算定上の基礎 

   １. １株当たり純資産額                  （平成24年３月31日） 

  

    純資産の部の合計額                      百万円 

    純資産の部の合計額から控除する金額              百万円 

    （うち少数株主持分）                                    （21,680）百万円 

    普通株式に係る純資産額                   百万円 

    普通株式の発行済株式数                   千株 

    普通株式の自己株式数                       千株 

    １株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数      千株 

  

   ２. １株当たり当期純利益金額 

  

    当期純利益                            百万円 

    普通株式に帰属しない金額                    ― 百万円 

    普通株式に係る当期純利益                    百万円 

    期中平均株式数                        千株 

日本  米州 アジア 中国  欧州  合計  

  171 ―   51 ― ―   223

（１株当たり情報）
1,652 61

57 32

143,909

21,680

122,229

73,985

24

73,961

4,239

4,239

73,961
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取得による企業結合 

(1) 企業結合の概要 

①被取得企業の名称及びその事業の内容 

   株式会社サーマル・テクノロジー（自動車空調用熱交換器製品等の製造販売） 

  

②企業結合を行った主な理由 

 主力事業の一つである空調事業において、コスト競争力および製品開発力をさらに高

め、より一層の商品競争力強化を図るため 

  

③企業結合日 

  平成24年１月１日 

  

④企業結合の法的形式  

  株式取得 

  

⑤結合後企業の名称 

  株式会社ケーヒン・サーマル・テクノロジー 

  

⑥取得した議決権比率 

  取得後の議決権比率 60％ 

  

(2) 被取得企業の取得原価及びその内訳 
  

  

(3) 発生したのれんの金額、発生原因 

①負ののれん発生益の金額 

  196百万円 

  

②発生原因 

  被取得企業の資産及び負債を企業結合日の時価で算定した額が取得原価を上回ったため 

  

(4) 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳 
    

  

(5) 取得原価の配分 

 当連結会計年度末において取得原価の配分が完了していないため、その時点で入手可能な

合理性のある情報に基づき暫定的な会計処理を行っております。 

  

  

（企業結合等関係）

 取得の対価  百万円5,798

 取得に直接要した費用   百万円350

 取得原価  百万円6,148

 流動資産 百万円9,486

 固定資産  百万円11,469

  資産合計  百万円20,955

 流動負債  百万円3,999

 固定負債 百万円804

  負債合計 百万円4,803
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（タイ水害による損害の発生） 

 タイにおける豪雨による洪水により、タイ・アユタヤのロジャナ工業団地に所在する連結子会

社ケーヒンオートパーツ（タイランド）カンパニー・リミテッド（12月決算会社）、および平成

24年１月１日に取得した株式会社ケーヒン・サーマル・テクノロジーの子会社であり、同工業団

地内に所在する連結子会社ケーヒン・サーマル・テクノロジー（タイランド）カンパニー・リミ

テッド（12月決算会社）が、浸水の被害を受けました。 

  

１. 損害額について   

   翌連結会計年度で見込まれる損害額は、約13億４千５百万円を見込んでおり、その主な内

訳として、異常操業費で約５億３百万円、復旧費用他で約８億４千２百万円ですが、引き続

き、精査を継続しております。 

  

２. 保険金収入について   

   資産の被害については、損害保険を付しており、ケーヒンオートパーツ（タイランド）カ

ンパニー・リミテッドの決算日時点で保険金の一部である７億５千２百万円が既に入金され

ております。今後の入金予定は、ケーヒンオートパーツ（タイランド）カンパニー・リミテ

ッド及びケーヒン・サーマル・テクノロジー（タイランド）カンパニー・リミテッドで、そ

れぞれ約18億７千１百万円及び約10億７千５百万円を見込んでおります。 

  

３．復旧について 

   ケーヒンオートパーツ（タイランド）カンパニー・リミテッドにおいては、四輪車用の機

構製品および空調製品に関しては平成24年１月より生産を再開し、電子制御製品に関しては

平成24年３月より生産を再開いたしました。 

   また、ケーヒン・サーマル・テクノロジー（タイランド）カンパニー・リミテッドにおい

ても、平成24年３月より生産を再開いたしました。 

   これによりケーヒンオートパーツ（タイランド）カンパニー・リミテッドおよびケーヒ

ン・サーマル・テクノロジー（タイランド）カンパニー・リミテッドの浸水被害からの復旧

は完了いたしました。 

        

（重要な後発事象）
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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23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,116 1,511

受取手形 216 208

売掛金 18,945 27,556

有価証券 14,500 5,600

商品及び製品 3,551 2,781

仕掛品 2,589 2,914

原材料及び貯蔵品 1,910 1,933

前渡金 744 1,133

前払費用 185 182

繰延税金資産 2,295 1,482

未収入金 4,370 2,811

短期貸付金 493 455

その他 199 66

流動資産合計 54,118 48,637

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 6,772 6,501

構築物（純額） 459 459

機械及び装置（純額） 9,917 8,822

車両運搬具（純額） 36 38

工具、器具及び備品（純額） 1,533 1,523

土地 7,769 7,679

リース資産（純額） － 236

建設仮勘定 2,265 3,089

有形固定資産合計 28,753 28,350

無形固定資産   

特許権 878 735

ソフトウエア 968 915

その他 218 161

無形固定資産合計 2,066 1,812

投資その他の資産   

投資有価証券 285 299

関係会社株式 18,106 25,494

関係会社出資金 9,947 9,521

従業員に対する長期貸付金 438 412

長期前払費用 169 129

前払年金費用 688 1,466

繰延税金資産 317 590

その他 811 810

貸倒引当金 △19 △11

投資その他の資産合計 30,743 38,712

固定資産合計 61,562 68,876

資産合計 115,680 117,513
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,797 1,992

買掛金 14,715 18,242

1年内返済予定の長期借入金 1,200 600

リース債務 － 25

未払金 1,956 3,189

未払費用 5,462 5,723

未払法人税等 130 67

前受金 38 12

預り金 127 144

製品保証引当金 379 286

役員賞与引当金 84 55

災害損失引当金 1,155 47

資産除去債務 16 －

設備関係支払手形 149 155

その他 11 2

流動負債合計 27,226 30,544

固定負債   

長期借入金 600 －

リース債務 － 211

退職給付引当金 1,100 679

役員退職慰労引当金 403 412

資産除去債務 123 78

その他 0 0

固定負債合計 2,227 1,382

負債合計 29,454 31,926

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,932 6,932

資本剰余金   

資本準備金 7,940 7,940

資本剰余金合計 7,940 7,940

利益剰余金   

利益準備金 899 899

その他利益剰余金   

配当準備積立金 9,030 9,990

特別償却積立金 93 97

固定資産圧縮積立金 45 49

別途積立金 49,200 49,200

繰越利益剰余金 9,837 7,998

利益剰余金合計 69,106 68,234

自己株式 △34 △34

株主資本合計 83,945 83,073

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,286 2,514

繰延ヘッジ損益 △5 －

評価・換算差額等合計 2,280 2,514

純資産合計 86,226 85,587

負債純資産合計 115,680 117,513
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（2）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 145,510 143,993

売上原価 131,154 136,214

売上総利益 14,355 7,778

販売費及び一般管理費 9,037 9,793

営業利益又は営業損失（△） 5,318 △2,014

営業外収益   

受取利息 16 10

有価証券利息 10 9

受取配当金 6,002 4,360

その他 212 303

営業外収益合計 6,242 4,684

営業外費用   

支払利息 29 14

為替差損 201 224

固定資産廃棄損 106 106

単価遡及調整金 29 47

その他 72 62

営業外費用合計 440 454

経常利益 11,120 2,215

特別利益   

固定資産売却益 － 511

関係会社出資金売却益 － 221

製品保証引当金戻入額 172 －

その他 － 0

特別利益合計 172 734

特別損失   

減損損失 126 171

災害損失 1,431 49

災害損失引当金繰入額 1,155 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 87 －

特別損失合計 2,800 221

税引前当期純利益 8,491 2,727

法人税、住民税及び事業税 722 956

法人税等調整額 △2,101 719

法人税等合計 △1,379 1,676

当期純利益 9,870 1,051
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増 減 増減率 増 減 増減率

　売上高　　 （億円） 2,784.9 2,599.9 △ 184.9 △6.6% 3,100.0 500.0 19.2%

　二輪車・汎用製品 853.2 887.5 34.2 4.0% 891.0 3.4 0.4%

　四輪車製品 1,931.6 1,712.3 △ 219.2 △11.3% 2,209.0 496.6 29.0%

　営業利益 （億円） 215.9 108.1 △ 107.7 △49.9% 177.0 68.8 63.6%

　＜利益率＞ 7.8% 4.2% 5.7%

　経常利益 （億円） 216.9 114.5 △ 102.3 △47.2% 180.0 65.4 57.1%

　＜利益率＞ 7.8% 4.4% 5.8%

　税引前利益 （億円） 195.7 101.7 △ 94.0 △48.0% 199.0 97.2 95.6%

　少数株主利益 （億円） 27.6 7.3 △ 20.2 △73.4% 25.3 18.0 244.9%

（億円） 123.2 42.3 △ 80.8 △65.6% 109.0 66.6 157.1%

　＜利益率＞ 4.4% 1.6% 3.5%

　１株当たり当期純利益 （円） 166.63 57.32 △ 109.31 △65.6% 147.37 90.05 157.1%

　今決算の特徴

　営業利益増減要因 （億円）

　売上変動・構成差

　合理化

　原材料コスト

　研究開発費 

　減価償却費、労務費

  新機種立上げ、体制強化、経費削減他

　営業外損益増減要因 （億円）

　為替

　その他

　１米ドル 85.16

（円） 　１タイバーツ 2.75

　１中国元 12.88

　１インドルピー 1.89

 所在地別セグメント 売上高 （億円） 2,784.9 2,599.9 △ 184.9 △6.6% 3,100.0 500.0 19.2%

　日本 1,464.5 1,449.8 △ 14.7 △1.0% 1,733.0 283.1 19.5%

　米州 730.7 660.9 △ 69.7 △9.5% 862.0 201.0 30.4%

　アジア 806.5 713.6 △ 92.8 △11.5% 847.0 133.3 18.7%

　中国 341.4 347.2 5.7 1.7% 397.0 49.7 14.3%

　欧州 57.9 44.4 △ 13.4 △23.3% 69.0 24.5 55.2%

　連結調整 △ 616.3 △ 616.1 0.1 － △ 808.0 △ 191.8 31.1%

営業利益 （億円） 215.9 108.1 △ 107.7 △49.9% 177.0 68.8 63.6%

　日本 71.0 △ 4.8 △ 75.9 － 37.0 41.8 △861.3%

　米州 33.5 △ 9.1 △ 42.7 － 24.0 33.1 △360.9%

　アジア 117.1 96.8 △ 20.3 △17.3% 97.0 0.1 0.2%

　中国 39.4 28.1 △ 11.2 △28.5% 35.0 6.8 24.2%

　欧州 1.8 0.7 △ 1.0 △58.0% 1.0 0.2 29.3%

　連結調整 △ 47.0 △ 3.5 43.4 － △ 17.0 △ 13.4 376.7%

　研究開発費 （億円） 150.8 165.4 14.6 9.7% 189.1 23.6 14.3%

　設備投資 （億円） 113.1 125.4 12.3 10.9% 287.2 161.8 129.0%

　減価償却費 （億円） 139.2 128.1 △ 11.0 △8.0% 153.1 24.9 19.5%

　総資産 （億円） 1,935.5 2,027.2 91.6 4.7% 2,283.7 256.4 12.7%

　現金及び現金同等物 （億円） 426.3 258.6 △ 167.7 △39.3% 162.2 △ 96.3 △37.3%

　純資産 （億円） 1,409.2 1,439.0 29.8 2.1% 1,540.5 101.4 7.0%

(億円表示の数値は、百万円を切り捨てております）

0.7

1.67

5.4

1.65

2.61

4.7

△ 43.9

△ 16.4

2.50

　　２０１１年度　連結決算　参考資料（1）

21.9

2011年度
実績

2012年度
見通し

2010年度
実 績

△ 42.9

　当期純利益

68.8

4.8

△ 11.5

80.00

△ 7.4

△ 9.7

　為替（売上）レート

△ 2.8 △ 1.9

35.9

四輪車製品の販売回復に加え、昭和
電工熱交換器事業の取り込みにより
大幅増収となる見込み。
研究開発費や減価償却費の増、新規
連結拠点の固定費負担はあるものの、
営業利益、経常利益、当期純利益とも
大幅増となる見込み。

東日本大震災及びタイの洪水に伴う
四輪車製品の大幅減産の影響に加え、
円高による為替影響、研究開発費の
増等により、営業利益、経常利益、
当期純利益とも大幅減益となった。

130.3△ 55.3

△ 107.7

12.33

△ 40.9

78.89

△ 3.4

5.7

△ 8.2

　為替

12.00
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2011年3月 2012年3月 2010年12月 2011年12月 2010年12月 2011年12月 2010年12月 2011年12月

出資比率 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

決算月 3月 3月 12月 12月 12月 12月 12月 12月

2011年3月 2012年3月 2011年3月 2012年3月 － 2011年12月

出資比率 100.00% 100.00% 51.00% 51.00% － 60.00%

決算月 3月 3月 3月 3月 － 12月

2011年3月 2012年3月 2011年3月 － 2011年3月 2012年3月 2011年3月 2012年3月

出資比率 74.08% 75.10% 100.00% － 74.08%※1 75.10%※1 79.26%※２ 80.08%※２

決算月 3月 3月 3月 － 3月 3月 3月 3月

2011年3月 2012年3月 2011年3月 2012年3月 2010年12月 2011年12月 － 2011年12月

出資比率 74.08%※1 75.10%※1 74.08%※1 75.10%※1 70.00% 70.00% － 60.00%※３

決算月 3月 3月 3月 3月 12月 12月 － 12月

2010年12月 2011年12月 2011年3月 2012年3月 2011年3月 2012年3月 2010年12月 2011年12月
出資比率 51.00% 51.00% 74.00% 74.00% 74.00% 74.00% 57.02% 57.02%
決算月 12月 12月 3月 3月 3月 3月 12月 12月

2010年12月 2011年12月 2011年3月 2012年3月 2011年3月 2012年3月 2011年3月 2012年3月
出資比率 60.00% 85.00%※４ 78.10% 78.10% 78.10%※５ 78.10%※５ 100.00% 100.00%
決算月 12月 12月 3月 3月 3月 3月 3月 3月

2010年12月 2011年12月 － 2012年3月 － 2011年12月
出資比率 100.00% 100.00% － 100.00%※６ － 58.50%※７
決算月 12月 12月 － 3月 － 12月

2010年12月 2011年12月 2010年12月 2011年12月 2010年12月 2011年12月 － 2011年12月
出資比率 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% － 33.00%※８
決算月 12月 12月 12月 12月 12月 12月 － 12月

2011年3月 2012年3月 2010年12月 2011年12月 － 2011年12月

出資比率 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% － 60.00%※９

決算月 3月 3月 12月 12月 － 12月

※１　ｹｰﾋﾝﾉｰｽｱﾒﾘｶが100%保有しています。
※２　当社が20%、ｹｰﾋﾝﾉｰｽｱﾒﾘｶが80%保有しています。
※３　ｹｰﾋﾝ・ｻｰﾏﾙ・ﾃｸﾉﾛｼﾞｰが100%保有しています。
※４　当社が25%、ｹｰﾋﾝｱｼﾞｱﾊﾞﾝｺｸが60%保有しています。
※５　ｹｰﾋﾝﾌｨﾘﾋﾟﾝｽﾞが100%保有しています。
※６　ｹｰﾋﾝｱｼﾞｱﾊﾞﾝｺｸが100%保有しています。
※７　ｹｰﾋﾝ・ｻｰﾏﾙ・ﾃｸﾉﾛｼﾞｰが97.5%保有しています。
※８　ｹｰﾋﾝ・ｻｰﾏﾙ・ﾃｸﾉﾛｼﾞｰが55%保有しています。
※９　ｹｰﾋﾝ・ｻｰﾏﾙ・ﾃｸﾉﾛｼﾞｰが100%保有しています。

ｹｰﾋﾝﾌｭｰｴﾙｼｽﾃﾑｽﾞ

那須精機製作所  金津製作所  京浜総業

ｹｰﾋﾝﾐｼｶﾞﾝﾏﾆｭﾌｧｸﾁｭｱﾘﾝｸﾞ

台灣京濱化油器 ケーヒン（タイランド）

連 結 対 象 会 社(27社→32社）

２０１１年度　連結決算　参考資料（２）

日本（6社→7社）

ｹｰﾋﾝ・ｻｰﾏﾙ・ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ

欧州（2社→3社）

 南京京濱化油器

 ケーヒンフィリピンズｹｰﾋﾝｵｰﾄﾊﾟｰﾂ（ﾀｲﾗﾝﾄﾞ）

ケーヒンエレクトロニクステクノロジー

中国（3社→4社）

ｹｰﾋﾝｶﾛﾗｲﾅｼｽﾃﾑﾃｸﾉﾛｼﾞｰ

ｹｰﾋﾝｱｲﾋﾟｰﾃｨｰﾏﾆｭﾌｧｸﾁｭｱﾘﾝｸﾞ

 ケーヒンパナルファ

 ケーヒンヨーロッパ

ｹｰﾋﾝﾉｰｽｱﾒﾘｶ

ケーヒンワタリ

ｹｰﾋﾝ・ｻｰﾏﾙ・ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ｵﾌﾞ・ｱﾒﾘｶ

ｹｰﾋﾝ・ｻｰﾏﾙ・ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ（ﾀｲﾗﾝﾄﾞ）

ｹｰﾋﾝｴｱｺﾝﾉｰｽｱﾒﾘｶ

 ｹｰﾋﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｱ・ﾄﾞ・ﾌﾞﾗｼﾞﾙ

ﾋﾟｰﾃｨｰｹｰﾋﾝｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

米州（7社→7社）

ケーヒンバルブ

ｹｰﾋﾝｱｼﾞｱﾊﾞﾝｺｸ

ケーヒンエフ・アイ・イー

ｹｰﾋﾝｵｰﾄﾊﾟｰﾂ（ﾌｨﾘﾋﾟﾝｽﾞ）

アジア（9社→11社）

大洋昭和汽車空調（大連）

ｹｰﾋﾝ・ｻｰﾏﾙ・ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾁｪｺｹｰﾋﾝｾｰﾙｽｱﾝﾄﾞﾃﾞﾍﾞﾛｯﾌﾟﾒﾝﾄﾖｰﾛｯﾊﾟ

京濱電子装置研究開発（上海）

ｹｰﾋﾝﾏﾚｰｼｱﾏﾆｭﾌｧｸﾁｭｱﾘﾝｸﾞ

東莞京濱汽車電噴装置

2012年4月27日
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