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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6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 ％

22年3月期第1四半期 584,895 △40.6 △15,196 ― △7,974 ― △2,680 ―

21年3月期第1四半期 983,913 ― 74,156 ― 89,200 ― 51,659 ―

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

22年3月期第1四半期 △3.33 ―

21年3月期第1四半期 63.71 63.69

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

22年3月期第1四半期 3,125,694 1,954,859 58.9 2,285.37
21年3月期 3,018,438 1,900,719 59.3 2,220.89

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  1,841,785百万円 21年3月期  1,789,701百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  

当社は定款において期末日を配当基準日と定めていますが、現時点では当該基準日における配当予想額は未定です。（「業績予想の適切な利用に関す
る説明、その他特記事項」欄参照） 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 27.00 ― 13.00 40.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― ― ―

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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 
連結累計期間

1,260,000 △33.4 △40,000 ― △34,000 ― △21,000 ― △26.06

通期 2,720,000 △13.4 △40,000 ― △38,000 ― △19,000 ― △23.58
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4.  その他 

(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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注） 詳細は、5ページ 【定性的情報・財務諸表等】 ４． その他をご覧ください。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(注） 詳細は、5ページ 【定性的情報・財務諸表等】 ４． その他をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．本資料に記載されている業績予想には、現時点での入手可能な情報に基づく将来の予測が含まれています。今後の事業運営や為替の変動等内外の
状況の変化により、実際の業績が記載の予想数値と大幅に異なる可能性があります。なお、業績予想については、平成21年４月28日の平成21年３月期の
決算発表時に公表した数値から本資料において修正しています。業績予想に関する事項は4ページ 定性的情報・財務諸表等 ３．連結業績予想に関する
定性的情報をご覧下さい。 
２．当社は、配当につきましては、安定的な配当水準の向上を目指し、業績及び配当性向を総合的に勘案して実施していきたいと考えています。しかしな 
がら、経営環境の先行きが依然不透明であるため、当期の配当につきましては、現時点では未定とし、今後の業績動向を勘案した上で第２四半期末まで 
にご提案させていただきたいと考えています。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 884,068,713株 21年3月期  884,068,713株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  78,165,754株 21年3月期  78,219,105株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 805,860,187株 21年3月期第1四半期 810,790,269株
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「参考」個別業績予想 

平成22年３月期の個別業績予想（平成21年４月１日～平成22年３月31日） 

                   （％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年同四半期増減率） 

 （注）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 有 

  

   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  

  

 第２四半期 

累計期間 

 百万円

  775,000

 ％

 △33.4

 百万円

  △47,000

 ％

  －

 百万円

 △13,000

 ％

  －

 百万円

   △3,000

 ％

  －

 円

    

  

△3

 銭

  

  

72

通期    1,640,000  △15.5   △90,000   －    △59,000   －    △26,000   －     △32   26
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 当社グループは、昨年来の経営環境の急激な悪化に対処すべく、本年度より中期収益改善への取り組みとして「事

業体質のスリム化」と「次の成長に向けた体制づくり」の２つを基本方針とした活動を開始いたしました。 

  

 当第１四半期連結会計期間の業績については、世界的な車両生産の減少及び為替差損により、売上高は5,849億円

（前年同四半期比3,990億円減、40.6％減）と減収になりました。経常損失については、固定費の徹底的な削減に取

り組んだものの、売上減少による操業度差損、為替差損などにより80億円（前年同四半期は892億円の経常利益）、

四半期純損失については、27億円（前年同四半期は517億円の四半期純利益）となりました。 

  

所在地別の状況については、日本は、国内車両生産の減少及び海外生産用部品等の輸出減少に加え、為替差損によ

り、売上高は3,961億円（前年同四半期比2,546億円減、39.1％減）と減収になりました。営業損失は、売上減少によ

る操業度差損、為替差損などにより、247億円（前年同四半期は314億円の営業利益）となりました。 

北中南米地域は、米国の車両生産減少により、売上高は1,071億円（前年同四半期比839億円減、43.9%減）と減

収、営業損失は、売上減少による操業度差損などにより、22億円（前年同四半期は108億円の営業利益）となりまし

た。 

欧州地域は、主要得意先の車両生産減少により、売上高は956億円（前年同四半期比683億円減、41.7%減）と減

収、営業利益は、売上減少による操業度差損などにより、14億円（前年同四半期比56億円減、80.6％減）と減益にな

りました。 

 豪亜地域は、ＡＳＥＡＮ諸国・中国での日系車両生産の減少により、売上高は947億円（前年同四半期比575億円

減、37.8%減）と減収、営業利益は、売上減少による操業度差損などにより、99億円（前年同四半期比132億円減、

57.1％減）と減益になりました。 

事業の種類別の状況については、自動車分野の売上高は5,745億円、営業損失は133億円になりました。新事業分

野の売上高は104億円、営業損失は19億円になりました。 

  

 当第１四半期連結会計期間末の総資産については、投資有価証券、受取手形及び売掛金の増加などにより、前連結

会計年度末に比べ1,073億円増加し、３兆1,257億円となりました。 

 負債については、支払手形及び買掛金の増加などにより、前連結会計年度末に比べ531億円増加し、１兆1,708億円

となりました。 

 純資産については、その他有価証券評価差額金、為替換算調整勘定の増加などにより、前連結会計年度末に比べ

541億円増加し、１兆9,549億円となりました。 

  

当第２四半期連結累計期間の業績予想については、計画を上回る固定費低減の進捗と、車両生産増による売上増等

の市場環境の好転を予想し、売上高１兆2,600億円（前年同四半期比6,323億円減、33.4％減）、営業損失400億円

（前年同四半期は1,148億円の営業利益）、経常損失340億円（前年同四半期は1,307億円の経常利益）、四半期純損

失210億円（前年同四半期は590億円の四半期純利益）に修正することとしました。 

 通期連結業績予想に関しましては、第３四半期以降の事業環境が未だ不透明であることから変更は行いません。 

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報
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 該当事項はありません。   

  

 簡便な会計処理 

① たな卸資産の評価方法 

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高は、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高を基礎とし

て合理的な方法により算定しています。 

② 固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している固定資産の減価償却費については、当連結会計年度に係る年間の減価償却費の額を

期間按分する方法により算定しています。 

③ 繰延税金資産の回収可能性の判断 

前連結会計年度末以降に経営環境等および一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められる場合

に、前連結会計年度末において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを使用しています。 

  

 会計処理基準に関する事項の変更   

        当第１四半期連結会計期間より「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）

及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を適用

し、当第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第１四半期連結会計期間末までの進捗部分につい

て成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他

の工事については工事完成基準を適用しています。 

        これによる損益への影響はありません。 

  

４．その他

（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）

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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５．四半期連結財務諸表 
（1）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 394,414 386,177

受取手形及び売掛金 411,764 369,587

有価証券 129,393 107,842

たな卸資産 250,011 255,526

その他 151,658 149,955

貸倒引当金 △2,210 △2,285

流動資産合計 1,335,030 1,266,802

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 465,097 469,915

その他（純額） 557,562 564,718

有形固定資産合計 1,022,659 1,034,633

無形固定資産 19,246 19,959

投資その他の資産   

投資有価証券 502,952 432,636

その他 246,076 264,670

貸倒引当金 △269 △262

投資その他の資産合計 748,759 697,044

固定資産合計 1,790,664 1,751,636

資産合計 3,125,694 3,018,438

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 305,361 281,734

短期借入金 49,400 50,517

1年内償還予定の社債 61 57

未払法人税等 8,790 7,876

賞与引当金 20,406 47,718

役員賞与引当金 53 221

製品保証引当金 47,203 50,346

その他 225,560 169,596

流動負債合計 656,834 608,065

固定負債   

社債 150,187 150,173

長期借入金 158,275 155,867

退職給付引当金 183,471 181,317

役員退職慰労引当金 1,654 2,184

その他 20,414 20,113

固定負債合計 514,001 509,654

負債合計 1,170,835 1,117,719
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 187,457 187,457

資本剰余金 266,610 266,635

利益剰余金 1,561,359 1,574,515

自己株式 △198,493 △198,629

株主資本合計 1,816,933 1,829,978

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 135,435 89,000

繰延ヘッジ損益 162 △270

為替換算調整勘定 △110,745 △129,007

評価・換算差額等合計 24,852 △40,277

新株予約権 2,051 1,852

少数株主持分 111,023 109,166

純資産合計 1,954,859 1,900,719

負債純資産合計 3,125,694 3,018,438
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（2）四半期連結損益計算書 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 983,913 584,895

売上原価 823,227 539,399

売上総利益 160,686 45,496

販売費及び一般管理費 86,530 60,692

営業利益又は営業損失（△） 74,156 △15,196

営業外収益   

受取利息 3,220 2,088

受取配当金 6,999 3,119

為替差益 5,560 2,195

持分法による投資利益 1,045 －

その他 2,180 4,046

営業外収益合計 19,004 11,448

営業外費用   

支払利息 1,621 1,933

固定資産除売却損 1,212 1,045

持分法による投資損失 － 556

その他 1,127 692

営業外費用合計 3,960 4,226

経常利益又は経常損失（△） 89,200 △7,974

特別利益   

貸倒引当金戻入額 130 －

特別利益合計 130 －

特別損失   

投資有価証券評価損 105 328

出資金評価損 599 1,026

特別損失合計 704 1,354

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

88,626 △9,328

法人税、住民税及び事業税 19,019 1,682

過年度法人税等 7,342 －

法人税等調整額 4,948 △8,984

法人税等合計 31,309 △7,302

少数株主利益 5,658 654

四半期純利益又は四半期純損失（△） 51,659 △2,680
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

88,626 △9,328

減価償却費 64,209 55,593

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,049 939

前払年金費用の増減額（△は増加） 1,027 4,340

受取利息及び受取配当金 △10,219 △5,207

支払利息 1,621 1,933

為替差損益（△は益） △2,752 670

持分法による投資損益（△は益） △1,045 556

有形固定資産除売却損益（△は益） 813 872

売上債権の増減額（△は増加） 20,790 △34,547

たな卸資産の増減額（△は増加） 10,146 9,311

仕入債務の増減額（△は減少） △24,567 13,637

その他 33,179 23,039

小計 182,877 61,808

利息及び配当金の受取額 10,617 5,121

利息の支払額 △859 △1,810

法人税等の支払額 △50,694 △6,918

法人税等の還付額 － 6,187

営業活動によるキャッシュ・フロー 141,941 64,388

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △82,793 △43,708

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △6,258 △5,782

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による
収入

4,543 8,487

その他 △4,900 △2,435

投資活動によるキャッシュ・フロー △89,408 △43,438

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） △2,282 △4,262

コマーシャル・ペーパーの発行による収入 － 9,996

長期借入れによる収入 249 2,037

長期借入金の返済による支出 △945 △1,466

自己株式の取得による支出 △14,129 △7

ストックオプションの行使による収入 151 117

配当金の支払額 △23,570 △10,476

少数株主への配当金の支払額 △3,198 △1,588

その他 △17 △80

財務活動によるキャッシュ・フロー △43,741 △5,729

現金及び現金同等物に係る換算差額 4,916 5,001

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 13,708 20,222

現金及び現金同等物の期首残高 408,675 450,490

現金及び現金同等物の四半期末残高 422,383 470,712
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 該当事項はありません。  

  

前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日）  

 自動車分野の売上高及び営業損益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業損益の金額の合計額に占

める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しています。 

  

当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日）  

  

  

前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日）  

当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

  

当第１四半期連結会計期間において、総額10,476百万円の剰余金の配当を行っています。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

自動車分野
（百万円） 

新事業分野
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  574,503  10,392  584,895  －  584,895

(2）セグメント間の内部売上高  －  －  －  －  －

計  574,503  10,392  584,895  －  584,895

営業損失（△）  △13,267  △1,929  △15,196  －  △15,196

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（百万円） 
北中南米
（百万円）

欧州
（百万円）

豪亜
（百万円）

計
（百万円） 

消去又は
全社 

（百万円） 

連結
（百万円）

売上高               

(1）外部顧客に対する 

売上高 
 494,329  189,261  159,687  140,636  983,913  －  983,913

(2）セグメント間の内部

売上高 
 156,398  1,656  4,260  11,576  173,890  △173,890  －

計  650,727  190,917  163,947  152,212  1,157,803  △173,890  983,913

営業利益  31,392  10,813  6,985  23,120  72,310  1,846  74,156

  
日本 

（百万円） 
北中南米
（百万円）

欧州
（百万円）

豪亜
（百万円）

計
（百万円） 

消去又は
全社 

（百万円） 

連結
（百万円）

売上高               

(1）外部顧客に対する 

売上高 
 298,563  106,028  93,516  86,788  584,895 －  584,895 

(2）セグメント間の内部

売上高 
 97,543  1,038  2,113  7,922  108,616  △108,616 － 

計  396,106  107,066  95,629  94,710  693,511  △108,616  584,895 

営業利益又は営業損失

（△） 
 △24,708  △2,155  1,356  9,910  △15,597  401  △15,196 

（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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「参考」四半期個別財務諸表  

(1) （要約）四半期貸借対照表  

                                   （単位：百万円） 

  

  

  

（2）（要約）四半期損益計算書 

                                   （単位：百万円） 

  

（注）上記の四半期個別財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第63号）に基づいて作成した四半期財務諸表の一部科目を集約して表示しており、法定開示におけるレビュー

対象ではありません。  

  

  
 当第１四半期会計期間末   

（平成21年６月30日）  

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

（平成21年３月31日）  

 資産の部      

 流動資産 772,450 726,085

 固定資産 1,646,272 1,612,635

 資産合計 2,418,722 2,338,720

 負債の部    

 流動負債 525,076 490,973

 固定負債  428,860 428,572

 負債合計 953,936 919,545

 純資産の部    

 株主資本 1,327,701 1,329,018

 評価・換算差額等 135,034 88,305

 新株予約権 2,051 1,852

 純資産合計 1,464,786 1,419,175

 負債純資産合計 2,418,722 2,338,720

  

前第１四半期累計期間

（自 平成20年４月１日 
  至 平成20年６月30日）

当第１四半期累計期間 

（自 平成21年４月１日 
  至 平成21年６月30日） 

 売上高 594,239 365,578

 売上原価 532,409 358,008

 売上総利益 61,830 7,570

 販売費及び一般管理費 37,619 25,530

 営業利益又は営業損失（△） 24,211 △17,960

 営業外収益 27,867 24,480

 営業外費用 1,755 1,981

 経常利益 50,323 4,539

 特別利益 681 －

 特別損失 704 1,354

 税引前四半期純利益 50,300 3,185

 法人税等 18,750 △5,863

 四半期純利益 31,550 9,048
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  製品別売上高 

  

  

  

６．その他の情報

製品区分の名称  

当第１四半期連結累計期間 

（自 平成21年４月１日 

  至 平成21年６月30日） 

前第１四半期連結累計期間 

（自 平成20年４月１日 

  至 平成20年６月30日） 
増減 

 (百万円) 

増減率 

(％) 
金額 

（百万円） 

構成比 

（％） 

金額 

（百万円） 

構成比 

 (％)  

  

 熱機器 189,466  32.4  322,548  32.8  △133,082  △41.3 

 パワトレイン機器  134,172  22.9  233,286  23.7  △99,114  △42.5 

 情報安全  96,727  16.6  151,317  15.4  △54,590  △36.1 

 電気機器  49,635  8.5  89,786  9.1  △40,151  △44.7 

 電子機器  55,068  9.4  83,322  8.5  △28,254  △33.9 

 モータ  43,379  7.4  67,125 6.8  △23,746  △35.4 

 その他  6,056  1.0  11,497 1.2  △5,441  △47.3 

 自動車分野計  574,503  98.2  958,881 97.5  △384,378  △40.1 

  

 産業機器・ 

 生活関連機器 
 8,317  1.4  14,011 1.4  △5,694  △40.6 

 その他  2,075  0.4  11,021 1.1  △8,946  △81.2 

 新事業分野計  10,392  1.8  25,032 2.5  △14,640  △58.5 

 合計  584,895 100.0  983,913 100.0  △399,018  △40.6 
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