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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 97,082 5.8 4,686 △14.2 4,943 △7.4 3,351 0.7
23年3月期 91,771 8.4 5,461 107.1 5,340 132.7 3,328 182.0

（注）包括利益 24年3月期 3,968百万円 （10.6％） 23年3月期 3,588百万円 （81.7％）

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 63.16 ― 24.3 8.7 4.8
23年3月期 62.74 ― 31.1 9.4 6.0

（参考） 持分法投資損益 24年3月期  153百万円 23年3月期  235百万円

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 58,131 18,594 26.5 290.29
23年3月期 55,066 14,896 22.1 229.23

（参考） 自己資本   24年3月期  15,400百万円 23年3月期  12,162百万円

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 3,736 △3,208 △2,270 7,279
23年3月期 9,643 △2,918 △6,232 8,940

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 ― 0.00 0.00 ― ― ―

25年3月期(予想) ― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

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) 45,400 0.3 2,000 △13.2 1,900 △12.6 1,300 10.8 24.50
通期 97,300 0.2 4,800 2.4 5,000 1.2 3,400 1.5 64.08



※  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） 

（注）1株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、P18「1株当たり情報」をご覧下さい。 

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 53,171,286 株 23年3月期 53,171,286 株

② 期末自己株式数 24年3月期 117,562 株 23年3月期 114,816 株

③ 期中平均株式数 24年3月期 53,056,003 株 23年3月期 53,058,916 株

（参考）個別業績の概要 

1.  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 53,146 △1.7 1,727 △21.5 1,961 △2.6 1,245 △16.9

23年3月期 54,086 5.8 2,201 133.4 2,014 175.0 1,498 261.7

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 23.48 ―

23年3月期 28.24 ―

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 38,345 10,060 26.2 189.63
23年3月期 36,342 8,815 24.3 166.16

（参考） 自己資本 24年3月期  10,060百万円 23年3月期  8,815百万円

2. 平成25年 3月期の個別業績予想（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）

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
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に対する監査手続が実施中です。 

※ 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およ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。なお、上記記述に関する事項は、添付資料P.2「1．経営成績（1）経営成績に関する分析」をご覧下
さい。 

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) 26,500 △0.3 900 △3.9 900 △1.0 600 △2.6 11.31
通期 53,300 0.3 1,800 4.2 2,000 2.0 1,300 4.4 24.50
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（1）経営成績に関する分析 

①当期の業績概況  

 当期における我が国経済は、東日本大震災の影響を受け、一時的に落ち込みましたが、その後は持ち直しの動きが

見られました。しかし、輸出関連の業種においては、急激な円高の影響を受け、改善のスピードが鈍くなっておりま

す。 

 海外におきましては、米国では緩やかな景気の改善傾向が見られるものの、欧州での債務問題による経済の停滞、

中国の成長の鈍化などにより、全体として、減速感が続いております。 

当社グループが関連する自動車業界におきましては、国内の新車販売台数は、前期に比べ、上半期は震災の影響によ

り減少しましたが、下半期は、エコカー補助金の復活により、大幅に増加し、年度では若干増加いたしました。ま

た、海外の新車販売台数につきましては、米国・インド等で前期に比べ増加しました。 

 このような経営環境下で、当社グループの当期の連結売上高は970億８千２百万円（前期比53億１千万円、5.8％

増）となりました。 

 損益につきましては、増収効果があったものの、円高による影響等により、営業利益は46億８千６百万円（前期比

７億７千５百万円、14.2％減）となりました。経常利益も、49億４千３百万円（前期比３億９千７百万円、7.4％

減）の減益となりました。当期純利益は、33億５千１百万円（前期比２千２百万円、0.7％増）と前期と比べ増益と

なりました。  

  

②当期のセグメント別の概況 

 ・報告セグメント分野別売上高     

                          （金額単位：百万円未満切捨） 

            

  ③次期の見通し 

 今後の見通しといたしましては、日欧先進国における需要の伸び悩み、新興国における需要の増大という環境下、

地域別に明確な戦略を立て収益の確保を図ってまいります。  

 通期の連結業績につきましては、以下のとおりであります。  

    （連結業績予想） 

            売   上   高             97,300百万円（前期比    0.2％増） 

            営 業 利 益              4,800百万円（前期比   2.4％増） 

            経 常 利 益              5,000百万円（前期比   1.2％増） 

            当 期 純 利 益             3,400百万円（前期比    1.5％増） 

  

  （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総資産額は、前連結会計年度末に比べ30億６千５百万円（5.6％）増加し、581億３千１百万円

となりました。これは主に、現金及び預金が13億４千２百万円減少したものの、受取手形及び売掛金が47億２千５百

万円増加したこと等によるものであります。 

 負債につきましては前連結会計年度末に比べ６億３千２百万円（-1.6％）減少し、395億３千６百万円となりまし

た。これは主に支払手形及び買掛金が11億２千６百万円、短期借入金が５億１千５百万円増加したものの、長期借入

金が18億８千２百万円、未払費用が６億７千９百万円それぞれ減少したこと等によるものであります。 

 純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ36億９千８百万円（24.8％）増加し、185億９千４百万円となり

ました。これは主に、利益剰余金が33億３千８百万円増加したこと等によるものであります。 

                       

１．経営成績

   24年３月期 

  売上高 ウェイト（％） 

ステアリングコラム事業  51,073  52.6

シート部品事業  32,016  33.0

パワートレイン部品事業  13,992  14.4

合計  97,082  100.0



 ②キャッシュ・フローの状況  

  当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、72億７千９百万円となり前年同期と

比べ16億６千１百万円（18.6％）減少いたしました。 

 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は、次の通りであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は、37億３千６百万円（前期比59億６百万円減）となりました。これは主に、仕入債

務の増加による資金の増加が20億８千９百万円あったものの、売上債権の増加による資金の減少が44億５千７百万円

あったこと等によります。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動に使用した資金は、32億８百万円（前期比２億８千９百万円増）となりました。これは主に、設備投資等

の有形固定資産の取得による支出が31億３千８百万円あったこと等によります。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動に使用した資金は、22億７千万円（前期比39億６千２百万円減）となりました。これは主に、短期借入金

の純増加額が19億１千８百万円あったこと等によります。 

  

   （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）株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式総数をベースに算出しております。 

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

（注４）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 

 剰余金の配当については、事業年度毎の損益状況、事業展開の計画とその推移及び配当性向等を総合的に勘案し、

安定した配当を行っていくことを基本方針としております。 

 当期の配当につきましては、当期純利益を計上することはできましたが、配当原資となる個別決算における繰越利

益剰余金の欠損解消までいたらず、見送りを予定しております。 

 次期の年間配当につきましても、当面業績の急激な回復が見込まれないこと及び今後予想される経営環境の変化に

対応すべく内部留保の充実を図るため、見送りを予定しております。 

   

（4）事業等のリスク 

 近の有価証券報告書（平成23年６月24日提出）における記載から、新たに顕在化した伝達すべきリスクはありま

せんので記載を省略しております。      

  

  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（％） 15.6   22.1    26.5  

  時価ベースの自己資本比率（％） 28.8   29.0    28.4  

  キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 2.9   1.3    4.4  

  インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 15.6   24.3    11.8  



 近の有価証券報告書（平成23年６月24日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状況」

から重要な変更がないため、開示を省略しております。  

   

(1）会社の経営の基本方針 

 当社グループは、「誰からも喜ばれる専門メーカーになる」を基本理念として掲げ、品質 優先に徹し、人と車の

安全と快適さを追求した魅力ある製品を作るべく全社を挙げて努力しております。「品質」と「環境」および「コス

ト」を基軸として適正利潤を確保し、グローバルでの地域社会に貢献することにより、お客様、株主、地域社会、協

力メーカー、従業員を含めた全てのステークホルダーの皆様のご期待に応えるとともに、永続的に発展する企業とな

ることを目指してまいります。 

  

(2）目標とする経営指標 

 当社グループは、永続的に発展する企業となることを目指すなかで、自動車部品業界で勝ち残るためには一定の事

業規模が必要であるとの認識から2015年度に連結売上高1,200億円の達成と適正な利益水準の確保を経営目標といた

しました。 

  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 当社グループは、東日本大震災・タイの大洪水等の影響を 小限に止め、徹底した合理化活動を実施し業容拡大に

努めました。 

 このような環境下において、当社グループは2015年度の経営目標を達成させるべく現行中期経営計画を見直し、

「2012～2015年度中期経営計画」を策定いたしました。来期から始まる4年間の基本戦略は、成長戦略を着実に実行

すること及び2009年から開始した体質改善活動を継続することであります。併せて、戦略実行の下支えとして、コス

ト競争力及び商品力の強化も図ってまいります。 

 また、永続的に発展する企業を目指していくために、お客様のニーズにあった新製品・新工法の開発及びグローバ

ルな業務に対応できる人材の育成につきましては引き続き強化してまいります。 

   

(4）会社の対処すべき課題 

 当社グループは、3期連続の黒字を計上することができ損益体質については着実に改善が図られつつあります。 

しかしながら、財務体質につきましては引き続き改善活動が必要であります。 

 国内経済はデフレ状況から脱却できず、また、自動車メーカーの生産の海外シフトの加速化という環境下、国内生

産拠点の再編及び海外生産拠点の拡充・強化が今後の対処すべき課題であります。 

 以上の課題に対して、スピーディに積極果敢に挑戦し課題解決を図ることによって、グローバル競争を勝ち抜いて

いく所存であります。 

２．企業集団の状況

３．経営方針



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 8,759 7,416

受取手形及び売掛金 15,805 20,530

有価証券 381 496

商品及び製品 1,520 1,981

仕掛品 1,633 1,133

原材料及び貯蔵品 1,994 2,063

繰延税金資産 484 553

その他 961 984

貸倒引当金 △113 △95

流動資産合計 31,426 35,064

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,225 5,871

機械装置及び運搬具（純額） 7,429 6,878

土地 5,243 5,232

建設仮勘定 612 1,231

その他（純額） 984 906

有形固定資産合計 20,495 20,121

無形固定資産   

のれん 13 6

その他 813 822

無形固定資産合計 827 829

投資その他の資産   

投資有価証券 1,945 1,521

長期貸付金 25 25

繰延税金資産 56 339

その他 289 230

貸倒引当金 △0 －

投資その他の資産合計 2,317 2,116

固定資産合計 23,639 23,067

資産合計 55,066 58,131



（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 12,544 13,671

短期借入金 8,640 9,156

未払法人税等 658 285

製品保証引当金 495 431

未払費用 3,811 3,131

その他 2,286 2,952

流動負債合計 28,437 29,628

固定負債   

長期借入金 9,343 7,461

繰延税金負債 271 281

退職給付引当金 1,165 1,419

役員退職慰労引当金 136 138

損害賠償損失引当金 216 220

環境対策引当金 56 46

その他 541 340

固定負債合計 11,731 9,908

負債合計 40,169 39,536

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,985 5,985

資本剰余金 4,791 4,791

利益剰余金 1,842 5,180

自己株式 △33 △34

株主資本合計 12,585 15,923

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 0 0

為替換算調整勘定 △423 △523

その他の包括利益累計額合計 △423 △522

少数株主持分 2,734 3,193

純資産合計 14,896 18,594

負債純資産合計 55,066 58,131



（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 91,771 97,082

売上原価 77,003 82,354

売上総利益 14,767 14,727

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 1,560 1,567

給料及び賃金 3,465 3,944

退職給付費用 241 269

減価償却費 249 293

研究開発費 1,010 1,138

その他 2,778 2,827

販売費及び一般管理費合計 9,305 10,041

営業利益 5,461 4,686

営業外収益   

受取利息 39 68

受取配当金 0 1

持分法による投資利益 235 153

海外子会社付加価値税還付金 － 173

雑収入 424 372

営業外収益合計 699 769

営業外費用   

支払利息 398 302

為替差損 249 122

雑損失 173 88

営業外費用合計 821 512

経常利益 5,340 4,943

特別利益   

固定資産売却益 0 32

製品保証引当金戻入額 － 27

受取補償金 95 －

特別利益合計 95 59

特別損失   

固定資産除却損 399 132

ソフトウェア開発費用 201 －

環境対策引当金繰入額 47 －

災害による損失 139 214

システム移行費用 － 126

特別損失合計 788 473

税金等調整前当期純利益 4,647 4,529

法人税、住民税及び事業税 860 844

法人税等調整額 △448 △341

法人税等合計 411 503

少数株主損益調整前当期純利益 4,235 4,025

少数株主利益 907 674

当期純利益 3,328 3,351



（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 4,235 4,025

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 0 0

為替換算調整勘定 △577 △42

持分法適用会社に対する持分相当額 △70 △15

その他の包括利益合計 △647 △57

包括利益 3,588 3,968

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 2,896 3,308

少数株主に係る包括利益 691 659



（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 5,985 5,985

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,985 5,985

資本剰余金   

当期首残高 4,791 4,791

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,791 4,791

利益剰余金   

当期首残高 △1,556 1,842

当期変動額   

当期純利益 3,328 3,351

連結範囲の変動 － 179

持分法の適用範囲の変動 69 △192

当期変動額合計 3,398 3,338

当期末残高 1,842 5,180

自己株式   

当期首残高 △32 △33

当期変動額   

自己株式の取得 △1 △0

当期変動額合計 △1 △0

当期末残高 △33 △34

株主資本合計   

当期首残高 9,188 12,585

当期変動額   

当期純利益 3,328 3,351

自己株式の取得 △1 △0

連結範囲の変動 － 179

持分法の適用範囲の変動 69 △192

当期変動額合計 3,397 3,337

当期末残高 12,585 15,923



（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 △0 0

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 0 0

当期変動額合計 0 0

当期末残高 0 0

為替換算調整勘定   

当期首残高 40 △423

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △464 △99

当期変動額合計 △464 △99

当期末残高 △423 △523

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 40 △423

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △464 △99

当期変動額合計 △464 △99

当期末残高 △423 △522

少数株主持分   

当期首残高 2,287 2,734

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 446 459

当期変動額合計 446 459

当期末残高 2,734 3,193

純資産合計   

当期首残高 11,516 14,896

当期変動額   

当期純利益 3,328 3,351

自己株式の取得 △1 △0

連結範囲の変動 － 179

持分法の適用範囲の変動 69 △192

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △17 360

当期変動額合計 3,379 3,698

当期末残高 14,896 18,594



（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 4,647 4,529

減価償却費 3,648 3,453

のれん償却額 6 6

持分法による投資損益（△は益） △235 △153

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △5 1

退職給付引当金の増減額（△は減少） 260 252

貸倒引当金の増減額（△は減少） △56 △16

製品保証引当金の増減額（△は減少） △20 △85

受取利息及び受取配当金 △40 △69

支払利息 398 302

為替差損益（△は益） 52 43

有形固定資産売却損益（△は益） △9 △32

固定資産除却損 406 132

売上債権の増減額（△は増加） 1,134 △4,457

たな卸資産の増減額（△は増加） △45 69

その他の流動資産の増減額（△は増加） △17 △18

仕入債務の増減額（△は減少） △591 2,089

未払費用の増減額（△は減少） 655 △687

その他の流動負債の増減額（△は減少） 119 △180

未払消費税等の増減額（△は減少） 48 △192

その他 56 △10

小計 10,410 4,977

利息及び配当金の受取額 84 146

利息の支払額 △396 △315

法人税等の支払額 △455 △1,070

営業活動によるキャッシュ・フロー 9,643 3,736

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 － △202

有形固定資産の取得による支出 △2,511 △3,138

有形固定資産の売却による収入 163 342

無形固定資産の取得による支出 △229 △182

投資有価証券の取得による支出 △542 △58

貸付けによる支出 △9 △11

貸付金の回収による収入 14 11

その他 196 30

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,918 △3,208



（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) 

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） △3,110 1,918

長期借入れによる収入 3,630 2,498

長期借入金の返済による支出 △6,572 △6,008

リース債務の返済による支出 △66 △376

少数株主への配当金の支払額 △112 △367

その他 1 64

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,232 △2,270

現金及び現金同等物に係る換算差額 △416 △71

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 76 △1,812

現金及び現金同等物の期首残高 8,864 8,940

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 151

現金及び現金同等物の期末残高 8,940 7,279



 該当事項はありません。 

   

  

  

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．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

     （注）普通株式の自己株式数の増加４千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。     

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

       該当事項はありません。 

  

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

        該当事項はありません。 

  

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

        該当事項はありません。 

  

(5)継続企業の前提に関する注記

(6）追加情報

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） 

 （会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）  

 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）連結財務諸表に関する注記事項

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
当連結会計年度期
首株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式         

普通株式  53,171  －  －  53,171

合計  53,171  －  －  53,171

自己株式         

普通株式（注）  110  4  －  114

合計  110  4  －  114



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．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

     （注）普通株式の自己株式数の増加２千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。     

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

       該当事項はありません。 

  

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

        該当事項はありません。 

  

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

        該当事項はありません。 

  

   上記を除く連結貸借対照表関係および連結損益計算書関係、連結包括利益計算書関係、連結キャッシュフロー計算

書関係、リース取引関係、金融商品関係、有価証券関係、デリバティブ取引関係、退職給付関係、税効果会計関係、

関連当事者との取引関係等に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられる

ため開示を省略しております。 

  

  
当連結会計年度期
首株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式         

普通株式  53,171  －  －  53,171

合計  53,171  －  －  53,171

自己株式         

普通株式（注）  114  2  －  117

合計  114  2  －  117

（開示の省略）



  

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、ステアリングコラム事業及びシート事業並びにパワートレイン事業の３事業本部により構成されていること

から、各事業本部を報告セグメントとしております。 

  

 各報告セグメントに属する製品 

   

２.報告セグメントごとの売上高、利益、資産その他の項目の金額に関する情報  

                                        （単位:百万円）

 (注)報告セグメントの利益の金額の合計額は連結損益計算書計上額(営業利益)と一致しております。  

  

（セグメント情報等）

ａ．セグメント情報

本部 製品 

 ステアリングコラム事業 ステアリングコラム、インタミディエイトシャフト 

 シート事業 リクライナー、ハイトアジャスター、シートスライド 

 パワートレイン事業 

オートマチックトランスミッションシフター、マニュアルトランスミッションシフ

ター、プーリー、ドライブプレート、トラック用ロッカーバルブ、トラック用Ｕボ

ルト、アクセルペダル、半導体自動試験装置、熱抵抗測定装置 

  

 報告セグメント 
合計 

  

調整額 

  

連結財務諸表

計上額 

 (注） 
ステアリング

コラム事業 
シート事業

パワートレイ

ン事業 

 売上高                      

 外部顧客への売上高  42,884  34,720 14,166  91,771 － 91,771

 セグメント間の内部 

 売上高又は振替高 
－ － － － － － 

計   42,884 34,720 14,166  91,771 － 91,771

 セグメント利益  2,634    1,835 991  5,461 － 5,461

 セグメント資産  25,088    20,275 9,702  55,066 － 55,066

その他の項目  

  

 減価償却費 

  

 持分法適用会社への投資額 

  

 有形固定資産及び無形固定資産 

 の増加額 

  

1,951

629

1,031

   1,426

450

946

270

125

1,225

 

 

 

 

 

3,648

1,205

3,203

－ 

 

－ 

 

－ 

3,648

1,205

3,203



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、ステアリングコラム事業及びシート事業並びにパワートレイン事業の３事業本部により構成されていること

から、各事業本部を報告セグメントとしております。 

  

 各報告セグメントに属する製品 

  

２.報告セグメントごとの売上高、利益、資産その他の項目の金額に関する情報  

                                        （単位:百万円）

 (注)報告セグメントの利益の金額の合計額は連結損益計算書計上額(営業利益)と一致しております。  

  

本部 製品 

 ステアリングコラム事業 ステアリングコラム、インタミディエイトシャフト 

 シート事業 リクライナー、ハイトアジャスター、シートスライド 

 パワートレイン事業 

オートマチックトランスミッションシフター、マニュアルトランスミッションシフ

ター、プーリー、ドライブプレート、トラック用ロッカーバルブ、トラック用Ｕボ

ルト、アクセルペダル、半導体自動試験装置、熱抵抗測定装置 

  

 報告セグメント 
合計 

  

調整額 

  

連結財務諸表

計上額 

 (注） 
ステアリング

コラム事業 
シート事業

パワートレイ

ン事業 

 売上高                      

 外部顧客への売上高  51,073  32,016 13,992  97,082 － 97,082

 セグメント間の内部 

 売上高又は振替高 
－ － － － － － 

計   51,073 32,016 13,992  97,082 － 97,082

 セグメント利益  3,016    1,050 619  4,686 － 4,686

 セグメント資産  28,513    19,292 10,326  58,131 － 58,131

その他の項目  

  

 減価償却費 

  

 持分法適用会社への投資額 

  

 有形固定資産及び無形固定資産 

 の増加額 

  

2,028

813

2,246

   1,090

－

1,026

335

91

284

 

 

 

 

 

3,453

905

3,558

－ 

 

－ 

 

－ 

3,453

905

3,558



（１）所在地別セグメント情報  

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） 

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米………………米国 

(2) ヨーロッパ………フランス、スウェーデン、チェコ 

(3) 中国………………中国 

(4) その他の地域……インドネシア、タイ 

  

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．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米………………米国 

(2) ヨーロッパ………フランス、スウェーデン、チェコ、ドイツ 

(3) 中国………………中国 

(4) その他の地域……インドネシア、タイ、ブラジル 

  

ｂ．補足情報

  
日本 

（百万円） 
北米 

（百万円） 
ヨーロッパ
 （百万円）

中国
 （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） 

   売上高及び 

  営業損益 
                

売上高                 

(1)外部顧客に対

する売上高 
55,745  10,413 15,814 6,705 3,092  91,771  － 91,771

(2)セグメント間

の内部売上高

又は振替高 
4,645  24 10 － 326  5,006 △5,006 －

計 60,391  10,437 15,824 6,705 3,419  96,777 △5,006 91,771

営業費用 58,060  9,986 14,640 5,555 3,080  91,323 △5,014 86,309

営業利益 2,330  451 1,184 1,149 338  5,454 7 5,461

  
日本 

（百万円） 
北米 

（百万円） 
ヨーロッパ
 （百万円）

中国
 （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） 

   売上高及び 

  営業損益 
                

売上高                 

(1)外部顧客に対

する売上高 
54,020  10,556 21,474 6,166 4,864  97,082  － 97,082

(2)セグメント間

の内部売上高

又は振替高 
4,814  30 375 0 285  5,506 △5,506 －

計 58,835  10,587 21,850 6,166 5,149  102,588 △5,506 97,082

営業費用 57,162  9,917 20,696 5,471 4,675  97,923 △5,527 92,395

営業利益 1,673  670 1,153 694 473  4,665 20 4,686



 （注） １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

  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) 

(1)１株当たりの純資産額   円 銭229 23

(2)１株当たりの当期純利益金額 円 銭62 74

(1)１株当たりの純資産額   円 銭290 29

(2)１株当たりの当期純利益金額 円 銭63 16

 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。 

 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。 

  
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) 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益（百万円）  3,328  3,351

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）  3,328  3,351

期中平均株式数（千株）  53,058  53,056

（重要な後発事象）



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 4,818 3,724

受取手形 93 74

売掛金 9,297 13,219

商品及び製品 694 873

仕掛品 769 312

原材料及び貯蔵品 356 459

短期貸付金 80 78

未収入金 568 517

繰延税金資産 400 359

その他 157 235

貸倒引当金 △9 －

流動資産合計 17,227 19,854

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 3,230 3,076

構築物（純額） 417 356

機械及び装置（純額） 3,680 3,309

車両運搬具（純額） 2 3

工具、器具及び備品（純額） 419 447

土地 4,323 4,323

リース資産（純額） 362 305

建設仮勘定 313 381

有形固定資産合計 12,751 12,202

無形固定資産   

借地権 198 197

施設利用権 9 9

ソフトウエア 110 458

ソフトウエア仮勘定 310 17

無形固定資産合計 629 682

投資その他の資産   

投資有価証券 51 51

関係会社株式 4,907 4,981

関係会社長期貸付金 445 280

長期前払費用 56 64

繰延税金資産 28 65

その他 245 161

貸倒引当金 △0 －

投資その他の資産合計 5,734 5,605

固定資産合計 19,115 18,490

資産合計 36,342 38,345



（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 5,110 5,434

買掛金 3,962 4,703

短期借入金 1,000 3,300

1年内返済予定の長期借入金 4,233 3,388

未払金 594 841

未払費用 2,389 1,978

未払法人税等 526 75

預り金 63 139

製品保証引当金 272 163

固定資産購入支払手形 341 461

その他 66 71

流動負債合計 18,560 20,556

固定負債   

長期借入金 7,700 6,312

リース債務 343 287

退職給付引当金 764 975

役員退職慰労引当金 101 106

環境対策引当金 56 46

固定負債合計 8,967 7,727

負債合計 27,527 28,284

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,985 5,985

資本剰余金   

資本準備金 4,791 4,791

資本剰余金合計 4,791 4,791

利益剰余金   

利益準備金 709 709

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 99 85

保険差益圧縮積立金 1 1

別途積立金 3,196 3,196

繰越利益剰余金 △5,934 △4,674

利益剰余金合計 △1,928 △682

自己株式 △33 △34

株主資本合計 8,815 10,060

純資産合計 8,815 10,060

負債純資産合計 36,342 38,345



（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   

製品売上高 53,786 52,208

商品売上高 300 937

売上高合計 54,086 53,146

売上原価   

製品期首たな卸高 634 694

当期製品製造原価 45,076 44,122

当期商品仕入高 294 919

合計 46,005 45,736

製品期末たな卸高 694 873

売上原価 45,310 44,863

売上総利益 8,776 8,283

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 1,375 1,300

役員報酬 160 155

給料及び賃金 1,986 2,186

退職給付費用 228 231

役員退職慰労引当金繰入額 21 39

福利厚生費 311 306

減価償却費 151 186

賃借料 213 168

旅費及び交通費 139 153

研究開発費 944 1,055

その他 1,040 769

販売費及び一般管理費合計 6,574 6,555

営業利益 2,201 1,727

営業外収益   

受取利息 15 13

受取配当金 299 416

受取賃貸料 139 128

雑収入 87 150

営業外収益合計 542 708

営業外費用   

支払利息 234 169

貸与資産原価 157 138

為替差損 272 114

雑損失 65 52

営業外費用合計 729 474

経常利益 2,014 1,961



（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) 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 5 －

固定資産売却益 0 0

投資損失引当金戻入額 187 －

受取補償金 95 －

製品保証引当金戻入額 － 27

特別利益合計 289 27

特別損失   

固定資産除却損 399 80

ソフトウェア開発費用 201 －

環境対策引当金繰入額 47 －

災害による損失 139 214

システム移行費用 － 126

特別損失合計 788 421

税引前当期純利益 1,514 1,567

法人税、住民税及び事業税 525 317

法人税等調整額 △509 3

法人税等合計 16 321

当期純利益 1,498 1,245



（３）株主資本等変動計算書 

（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) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 5,985 5,985

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,985 5,985

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 4,791 4,791

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,791 4,791

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 709 709

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 709 709

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

当期首残高 119 99

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △20 △13

当期変動額合計 △20 △13

当期末残高 99 85

保険差益圧縮積立金   

当期首残高 1 1

当期変動額   

保険差益圧縮積立金の取崩 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 1 1

別途積立金   

当期首残高 3,196 3,196

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,196 3,196

繰越利益剰余金   

当期首残高 △7,453 △5,934

当期変動額   

当期純利益 1,498 1,245

固定資産圧縮積立金の取崩 20 13

保険差益圧縮積立金の取崩 0 0

当期変動額合計 1,519 1,259

当期末残高 △5,934 △4,674



（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) 

利益剰余金合計   

当期首残高 △3,426 △1,928

当期変動額   

当期純利益 1,498 1,245

当期変動額合計 1,498 1,245

当期末残高 △1,928 △682

自己株式   

当期首残高 △32 △33

当期変動額   

自己株式の取得 △1 △0

当期変動額合計 △1 △0

当期末残高 △33 △34

株主資本合計   

当期首残高 7,318 8,815

当期変動額   

当期純利益 1,498 1,245

自己株式の取得 △1 △0

当期変動額合計 1,497 1,245

当期末残高 8,815 10,060

純資産合計   

当期首残高 7,318 8,815

当期変動額   

当期純利益 1,498 1,245

自己株式の取得 △1 △0

当期変動額合計 1,497 1,245

当期末残高 8,815 10,060



 該当事項はありません。 

  

前事業年度（自平成22年４月１日 至平成23年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式数の増加４千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

  

当事業年度（自平成23年４月１日 至平成24年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式数の増加２千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

  

(4）継続企業の前提に関する注記

(5）個別財務諸表に関する注記事項

（株主資本等変動計算書関係）

  
当事業年度期首株
式数（千株） 

当事業年度増加株
式数（千株） 

当事業年度減少株
式数（千株） 

当事業年度末株式
数（千株） 

普通株式（注）  110  4  －  114

合計  110  4  －  114

  
当事業年度期首株
式数（千株） 

当事業年度増加株
式数（千株） 

当事業年度減少株
式数（千株） 

当事業年度末株式
数（千株） 

普通株式（注）  114  2  －  117

合計  114  2  －  117



 （注） １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

       該当事項はありません。 

  

（１株当たり情報）

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) 

１株当たりの純資産額 円 銭166 16

１株当たりの当期純利益金額 円 銭28 24

１株当たりの純資産額 円 銭189 63

１株当たりの当期純利益金額 円 銭23 48

 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。 

 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。 

  
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) 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益（百万円）  1,498  1,245

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）  1,498  1,245

期中平均株式数（千株）  53,058  53,056

（重要な後発事象）



役員の異動

平成２４年６月２２日付予定

① 代表取締役及び取締役(執行役員兼務）(◎印は新任○印は昇任）

　　氏　　名 　新役職

    久    田    修    義    　代表取締役社長 　代表取締役社長

    高    橋       昇 　代表取締役副社長 　代表取締役副社長

    工    藤    恭    一 　取締役専務執行役員 　取締役専務執行役員

    福    田       譲 　取締役専務執行役員

    山    崎    清    彦 　取締役専務執行役員 　取締役専務執行役員

    青    澤    重    高 　取締役専務執行役員 　取締役専務執行役員

    杉    本    尚    康 　取締役専務執行役員 　取締役専務執行役員

② 監査役(◎印は新任）

　　氏　　名 　新役職

◎ 　  西　  村　　 　悟 　監査役（常勤）   執行役員

    山    田    隆    哉 　監査役（非常勤） 　監査役（非常勤）

　  齊    藤　　 　潔 　監査役（非常勤） 　監査役（非常勤）

　  桑    木        肇 　監査役（非常勤） 　監査役（非常勤）

③ 退任監査役

　　氏　　名 　新役職 　現役職

    長  谷  川　     達 　顧問 　監査役（常勤）

６．その他

　現役職

　取締役専務執行役員

　現役職



④ 執行役員(◎印は新任○印は昇任）

　　氏　　名 　新役職 　現役職

    加    藤    圭    介   常務執行役員 　常務執行役員

    栂    野    憲    夫   常務執行役員 　常務執行役員

    石    川        毅 　常務執行役員

○     山    田    悟    央 　常務執行役員   執行役員

    北    川    忠    明 　執行役員　　

    松    島    孝    男   執行役員   執行役員

    川    鍋    茂    樹 　執行役員 　執行役員

    鈴    木        剛 　執行役員 　執行役員

    池  ヶ  谷    　  勲 　執行役員 　執行役員

    高    柳    守    孝 　執行役員 　執行役員

    山    本    豊    文 　執行役員 　執行役員

◎     小    楠    悦    孝 　執行役員 　コラム事業本部　生産技術部長

◎     加　  藤    高    次 　執行役員 　品質保証部長

⑤ 退任執行役員

　　　　氏　　名 　新役職 　現役職

    西　 村        悟 　監査役（常勤）

    内    田    隆    彦   退任

    加　  藤    治    司   FACT総経理

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上

  執行役員

  執行役員

　常務執行役員

  執行役員

  執行役員
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