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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 21,928 86.9 1,645 ― 1,359 ― 797 ―
22年3月期第2四半期 11,733 △41.2 △219 ― △237 ― △92 ―

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

23年3月期第2四半期 152.99 ―
22年3月期第2四半期 △17.71 ―

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

23年3月期第2四半期 37,830 17,427 38.6 2,799.73
22年3月期 37,086 17,159 38.7 2,752.27

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  14,591百万円 22年3月期  14,343百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  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

22年3月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00
23年3月期 ― 15.00
23年3月期 

（予想）
― 17.50 32.50

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 42,000 43.6 2,600 351.2 2,150 534.7 1,100 ― 211.07



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(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報告書のレビュー手続の対象外であり、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報告書のレビュー手続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予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後の様々
な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、
【添付資料】Ｐ．３「１．当四半期の連結業績等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」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】Ｐ．４「２．その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

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） 23年3月期2Q 5,212,440株 22年3月期  5,212,440株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  783株 22年3月期  783株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 5,211,657株 22年3月期2Q 5,211,702株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間における経済状況は、新興国経済や改善する企業収益などによって緩やかに回復して

きた世界経済の減速と国内の政策効果の息切れが重なり、金融危機後の回復基調も停滞しつつあります。また、自

動車業界におきましても、新興国需要の拡大が続く一方で、為替変動による輸出競争力の低下や需要刺激策の反動

などによる悪影響が懸念されております。 

 このような環境の中、当社グループは、引き続き新車用部品・補修用部品の両市場において販売強化に努め、主

に韓国や欧州の新車用部品市場における需要の拡大に対応して生産体制を増強していきました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高が21,928百万円（前年同四半期比86.9％増）となり、営

業利益は1,645百万円（前年同四半期営業損失219百万円）、経常利益は1,359百万円（同経常損失237百万円）、四

半期純利益は797百万円（同四半期純損失92百万円）となりました。 

 主要な品目分類別の販売状況を説明しますと、次のとおりであります。 

 駆動・伝達及び操縦装置部品部門は、欧州向けユニバーサルジョイントや韓国新車用部品市場におけるバルブス

プール、等速ジョイントの販売が増加したことなどにより、売上高は9,807百万円（前年同四半期比101.4％増）と

なりました。 

 エンジン部品部門は、補修用部品市場におけるウォーターポンプの販売増加などにより、売上高は6,395百万円

（同111.0％増）となりました。 

 ベアリングその他部門は、韓国子会社が生産するテンショナー・アイドラー・ベアリングの新車用・補修用部品

両市場での販売が増加したことなどにより、売上高は5,726百万円（同49.3％増）となりました。 

 セグメントの業績は次のとおりであります。 

 第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年

３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20

年３月21日）を適用しております。 

 当社は、製造、販売体制を基礎とした拠点の所在地域別のセグメントから構成されており、「日本」、「米

国」、「韓国」、「中国」及び「タイ」の５つを報告セグメントとしております。各報告セグメントでは、自動車

部品を製造、販売しております。 

①日本 

 海外補修用部品市場における販売や欧州向けの新車用部品の輸出が回復したことなどの結果、売上高6,249百万

円、セグメント利益371百万円となりました。 

②米国 

 連結子会社のGMB NORTH AMERICA INC.において補修用ウォーターポンプの販売が増加したことなどの結果、売上

高2,875百万円、セグメント利益56百万円となりました。 

③韓国 

 連結子会社のGMB KOREA CORP.において韓国自動車メーカーや系列部品メーカー向けの販売が増加したことなど

の結果、売上高12,300百万円、セグメント利益904百万円となりました。 

④中国  

 連結子会社２社の製造拠点において生産量の改善や生産性向上に努めるなどした結果、売上高450百万円、セグ

メント利益243百万円となりました。 

⑤タイ 

 中国同様、製造拠点において生産量の改善や生産性向上に努めるなどした結果、売上高99百万円、セグメント利

益138百万円となりました。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前四半期純利

益が1,323百万円（前年同四半期税金等調整前四半期純損失240百万円）、短期・長期借入金と社債発行による資金

調達額が1,066百万円増加（前年同四半期は6百万円の増加）するなど収入が増加する一方で、売上債権の増加額が

1,166百万円（前年同四半期比86.6％増）、仕入債務の減少額が329百万円（前年同四半期は632百万円の増加）、

有形固定資産の取得による支出が1,582百万円（前年同四半期比36.6％増）となるなどの結果、期末残高は214百万

円増加して2,749百万円となりました。 

 当第２四半期連結累計期間におけるキャッシュ・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719百万円（前年同四半期比0.7％増）となりました。これは主に、税金等調整前

四半期純利益が1,323百万円（前年同四半期税金等調整前四半期純損失240百万円）、減価償却費が1,100百万円

（前年同四半期比14.3％増）となった一方で、売上債権の増加額が1,166百万円（前年同四半期比86.6％増）、仕

入債務の減少額が329百万円（前年同四半期は632百万円の増加）となったことなどによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は1,642百万円（前年同四半期比1.1％減）となりました。これは主に、設備投資に

よる有形固定資産の取得による支出が1,582百万円（同36.6％増）、貸付による支出が255百万円減少したことなど

によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果得られた資金は869百万円（前年同四半期は46百万円の獲得）となりました。これは主に、短

期・長期借入金と社債発行による資金調達額が1,066百万円増加（前年同四半期は6百万円の増加）したことなどに

よるものであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間における業績につきましては、第２四半期までにおいて当初の予想よりも業績が好調

に推移したことから、本日公表の「平成23年３月期第２四半期連結累計期間業績予想との差異に関するお知らせ」

のとおり当初の予想より業績は上回っております。 

 しかしながら、平成23年３月期通期連結業績予想につきましては、平成22年10月１日に公表いたしました業績予

想に変更はございません。 
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（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

（簡便な会計処理） 

 該当事項はありません。 

  

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

①税金費用の計算 

 税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（会計処理基準に関する事項の変更） 

①「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10日公表

分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年３月10日）

を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

 これによる当第２四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 

②資産除去債務に関する会計基準の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を

適用しております。 

 これによる当第２四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 

③企業結合に関する会計基準等の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）、

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「「研究開発費等に係る会計

基準」の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企業会計

基準第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年12月26日公表

分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成

20年12月26日）を適用しております。 

  

２．その他の情報
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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：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,970,796 4,102,621

受取手形及び売掛金 6,560,002 5,742,440

商品及び製品 2,864,761 3,091,880

仕掛品 3,230,955 3,223,838

原材料及び貯蔵品 1,699,677 1,516,163

未収還付法人税等 2,732 2,555

繰延税金資産 230,116 196,355

その他 869,780 732,391

貸倒引当金 △70,304 △62,822

流動資産合計 19,358,517 18,545,424

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,563,143 3,579,213

機械装置及び運搬具（純額） 7,204,844 7,084,014

土地 5,255,980 5,404,063

建設仮勘定 625,974 621,515

その他（純額） 307,675 309,603

有形固定資産合計 16,957,617 16,998,411

無形固定資産   

のれん 13,731 27,462

その他 210,350 217,292

無形固定資産合計 224,082 244,755

投資その他の資産   

投資有価証券 711,305 711,239

繰延税金資産 312,739 319,090

その他 297,426 305,545

貸倒引当金 △31,085 △38,020

投資その他の資産合計 1,290,385 1,297,854

固定資産合計 18,472,085 18,541,020

資産合計 37,830,603 37,086,445
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,559,916 5,203,332

短期借入金 5,058,718 4,511,660

1年内返済予定の長期借入金 1,884,597 2,384,930

1年内償還予定の社債 60,000 －

未払法人税等 179,134 41,084

繰延税金負債 205,366 163,481

賞与引当金 147,010 140,678

製品保証引当金 206,238 171,576

関係会社整理損失引当金 114,262 75,967

その他 2,298,175 1,898,383

流動負債合計 14,713,421 14,591,095

固定負債   

社債 940,000 500,000

長期借入金 2,561,479 2,396,711

繰延税金負債 53,000 40,963

退職給付引当金 1,339,236 1,470,106

役員退職慰労引当金 235,600 242,400

訴訟損失引当金 74,267 81,746

負ののれん 81,631 96,473

その他 404,118 507,900

固定負債合計 5,689,334 5,336,301

負債合計 20,402,755 19,927,397

純資産の部   

株主資本   

資本金 838,598 838,598

資本剰余金 988,000 988,000

利益剰余金 14,689,198 13,970,044

自己株式 △1,694 △1,694

株主資本合計 16,514,102 15,794,948

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △8,489 546

為替換算調整勘定 △1,914,375 △1,451,594

評価・換算差額等合計 △1,922,864 △1,451,048

少数株主持分 2,836,609 2,815,146

純資産合計 17,427,847 17,159,047

負債純資産合計 37,830,603 37,086,445
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第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) 

売上高 11,733,491 21,928,990

売上原価 10,096,209 17,638,067

売上総利益 1,637,282 4,290,923

販売費及び一般管理費 1,856,570 2,645,599

営業利益又は営業損失（△） △219,288 1,645,324

営業外収益   

受取利息 8,359 6,496

為替差益 51,172 －

受取保険金 11,137 6,401

負ののれん償却額 21,445 14,842

その他 39,587 29,542

営業外収益合計 131,702 57,281

営業外費用   

支払利息 108,970 133,870

手形売却損 24,569 97,258

為替差損 － 89,693

持分法による投資損失 － 12,019

その他 16,269 9,807

営業外費用合計 149,809 342,650

経常利益又は経常損失（△） △237,395 1,359,955

特別利益   

固定資産売却益 2,193 4,327

持分変動利益 1,221 －

負ののれん発生益 － 12,269

特別利益合計 3,415 16,596

特別損失   

固定資産売却損 1,952 339

固定資産除却損 1,764 6,352

投資有価証券評価損 1,607 －

役員退職慰労金 1,600 5,700

関係会社整理損失引当金繰入額 － 40,707

特別損失合計 6,925 53,099

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（△）

△240,906 1,323,452

法人税等 △194,893 194,724

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,128,727

少数株主利益 46,286 331,399

四半期純利益又は四半期純損失（△） △92,299 797,328
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第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) 

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（△）

△240,906 1,323,452

減価償却費 963,004 1,100,812

のれん償却額 13,731 13,731

負ののれん償却額 △21,445 △14,842

負ののれん発生益 － △12,269

貸倒引当金の増減額（△は減少） 22,732 9,274

賞与引当金の増減額（△は減少） △5,869 6,331

退職給付引当金の増減額（△は減少） 110,074 △17,505

製品保証引当金の増減額（△は減少） △29,014 48,521

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） － 38,295

訴訟損失引当金の増減額（△は減少） － △7,478

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △2,600 △6,800

受取利息及び受取配当金 △9,017 △7,184

支払利息 108,970 133,870

為替差損益（△は益） △137,974 92,469

投資有価証券評価損益（△は益） 1,607 －

有形固定資産除売却損益（△は益） 1,524 △1,482

無形固定資産除売却損益（△は益） － 3,847

持分法による投資損益（△は益） － 12,019

売上債権の増減額（△は増加） △624,994 △1,166,421

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,398 △315,928

仕入債務の増減額（△は減少） 632,972 △329,387

その他 △24,221 △30,508

小計 755,174 872,816

利息及び配当金の受取額 5,182 13,867

利息の支払額 △118,231 △140,808

法人税等の支払額 － △25,887

法人税等の還付額 73,090 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 715,215 719,987
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第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) 

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 △928,873 △968,354

定期預金の払戻による収入 804,922 942,922

有形固定資産の取得による支出 △1,158,705 △1,582,468

有形固定資産の売却による収入 13,452 15,269

無形固定資産の取得による支出 △52,666 △11,798

投資有価証券の取得による支出 △109,491 △42,153

投資有価証券の償還による収入 1,235 379

貸付けによる支出 △255,804 －

貸付金の回収による収入 4,444 752

その他 21,416 3,047

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,660,069 △1,642,403

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 3,016,960 4,996,179

短期借入金の返済による支出 △3,682,821 △4,130,762

長期借入れによる収入 1,760,000 1,148,627

長期借入金の返済による支出 △1,387,482 △1,447,776

セール・アンド・リースバックによる収入 403,296 1,652

リース債務の返済による支出 △273,400 △67,107

社債の発行による収入 300,000 500,000

配当金の支払額 △65,146 △78,174

少数株主への配当金の支払額 △24,549 △53,487

自己株式の取得による支出 △31 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 46,824 869,149

現金及び現金同等物に係る換算差額 45,883 △65,265

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △852,145 △118,533

現金及び現金同等物の期首残高 3,630,417 2,867,678

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △244,075 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,534,196 2,749,145
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 該当事項はありません。 

  

  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

 当社グループは自動車部品のメーカーとして、同一セグメントに属するウォーターポンプ及びユニバーサルジ

ョイント等の製造、販売を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。 

〔所在地別セグメント情報〕 

前第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(1)アジア・・・韓国、中国、タイ 

(2)北米・・・・アメリカ 

〔海外売上高〕 

前第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しています。 

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）アジア・・・韓国、中国、タイ等 

(2）北米・・・・アメリカ、カナダ 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  日本 
（千円） 

北米
（千円） 

アジア
（千円） 計（千円）

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高  

(1）外部顧客に対する売上高 4,039,491 1,337,319 6,356,680 11,733,491  - 11,733,491

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
1,859,935 6,869 2,437,583 4,304,388 (4,304,388) -

計 5,899,426 1,344,188 8,794,264 16,037,879 (4,304,388) 11,733,491

営業利益 

（または営業損失（△）） 
△139,180 △41,228 23,625 △156,783 (62,504) △219,288

  アジア 北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円） 6,678,488 1,839,569  1,575,783 10,093,842

Ⅱ 連結売上高（千円） - -  - 11,733,491

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
56.9 15.7  13.4 86.0
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〔セグメント情報〕 

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、自動車部品を製造、販売しており、国内においては当社が、海外においては米国、韓国、中国、

タイの現地法人が、それぞれ独立した経営単位として、取り扱う製品について包括的な戦略を立案し、事業

活動を展開しております。 

 したがって、当社は、製造、販売体制を基礎とした拠点の所在地域別のセグメントから構成されており、

「日本」、「米国」、「韓国」、「中国」及び「タイ」の５つを報告セグメントとしております。各報告セ

グメントでは、自動車部品を製造、販売しております。 

  

２．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 

当第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） 

（単位：千円）

（注）１．外部顧客への売上高の調整額△46,424千円は、内部売上高で消去できなかった取引差額であります。また、

セグメント利益の調整額△68,901千円は、セグメント間取引消去9,402千円及び各報告セグメントに配分して

いない全社費用△78,303千円であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費でありま

す。 

２．セグメント利益は、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。 

（追加情報） 

 第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平

成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

20号 平成20年３月21日）を適用しております。 

  

  

 該当事項はありません。 

   

  日本 米国 韓国 中国 タイ 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    

(1）外部顧客への売上高  6,249,464 2,875,318 12,300,471 450,826 99,334  21,975,415  △46,424 21,928,990

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 2,016,951 645 1,188,276 2,505,200 1,606,126  7,317,201  △7,317,201 -

計  8,266,416 2,875,964 13,488,748 2,956,026 1,705,461  29,292,616  △7,363,626 21,928,990

セグメント利益  371,639 56,971 904,128 243,049 138,436  1,714,225  △68,901 1,645,324

（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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４．補足情報

（１）連結業績概要 （単位：百万円）

１Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ

売上高 4,901 6,831 7,886 9,633 10,435 11,493 － －

営業利益 △147 △99 330 465 827 807 － －

（同利益率） ( △3.0% ) ( △1.4% ) ( 4.2% ) ( 4.8% ) ( 7.9% ) ( 7.0% )

経常利益 △1 △263 157 418 544 805 － －

（同利益率） ( △0.0% ) ( △3.9% ) ( 2.0% ) ( 4.3% ) ( 5.2% ) ( 7.0% )

税引前四半期純利益 25 △266 2 484 540 782 － －

（同利益率） ( 0.5% ) ( △3.9% ) ( 0.0% ) ( 5.0% ) ( 5.2% ) ( 6.8% )

四半期純利益 2 △94 △3 170 343 453 － －

（同利益率） ( 0.0% ) ( △1.4% ) ( △0.0% ) ( 1.8% ) ( 3.3% ) ( 3.9% )

（２）キャッシュ・フロー関連 （単位：百万円）

１Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ

営業ＣＦ 397 317 401 1,452 330 389 － －

投資ＣＦ △729 △931 △666 △750 △782 △860 － －

財務ＣＦ △343 390 184 △297 48 820 － －

設備投資額 306 867 534 453 1,157 743 － －

減価償却費 456 506 524 579 521 579 － －

（３）製品の品目分類別売上高 （単位：百万円）

１Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ

駆動・伝達及び操縦装置部品 1,967 2,901 3,517 4,368 4,739 5,068 － －

エンジン部品 1,402 1,628 2,079 2,965 3,047 3,347 － －

ベアリングその他 1,531 2,302 2,289 2,299 2,648 3,078 － －

　計 4,901 6,831 7,886 9,633 10,435 11,493 － －

（４）セグメント別売上高（外部顧客に対する売上高） （単位：百万円）

１Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ

日本 1,856 2,182 2,618 2,986 

北米 631 705 922 1,017 

アジア 2,413 3,943 4,345 5,628 

消去または全社 － － － － 

　計 4,901 6,831 7,886 9,633 

日本 3,067 3,182 － －

米国 1,313 1,561 － －

韓国 5,897 6,403 － －

中国 213 237 － －

タイ 56 42 － －

調整額 △112 66 － －

　計 10,435 11,493 － －

（５）セグメント別営業利益 （単位：百万円）

１Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ

日本 △101 △37 59 134 

北米 △16 △24 △6 △64 

アジア △43 39 338 399 

消去または全社 14 △77 △61 △4 

　計 △147 △99 330 465 

日本 161 209 － －

米国 44 12 － －

韓国 478 414 － －

中国 120 122 － －

タイ 84 53 － －

調整額 △61 △6 － －

　計 827 807 － －
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