
１．平成20年３月期第３四半期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年12月31日）

(1) 連結経営成績

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

円　　銭 円　　銭

(2) 連結財政状態

　百万円 　百万円 ％ 円　　銭

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

　百万円 　百万円 　百万円 　百万円

4.61

△28.79

△9.39

１株当たり四半期

108,004

105,865

103,192

総　資　産

254

8,717

5,842

△900

-  

4,162

（百万円未満切捨て）

-  

四半期（当期）純利益経 常 利 益

△51.5 

256.5 

△44.4 

キャッシュ･フロー

2,441

2,507

13,790△4,160

期 末 残 高
財 務 活 動 に よ る 現金及び現金同等物

89,031

19年３月期

売　　上　　高 営 業 利 益

△0.6 1,45820年３月期第３四半期

19年３月期第３四半期 712.7 3,094

市川　侑男

大坪　千二

(氏名)

(氏名) ＴＥＬ (03)3443-7281

442

△2,762

1,499

（％表示は対前年同四半期増減率）

(財)財務会計基準機構会員

平成20年３月期　第３四半期財務・業績の概況

市光工業株式会社

７２４４

上場取引所　東証一部

ＵＲＬ　http://www.ichikoh.com/

平成20年２月14日

上 場 会 社 名

コ ー ド 番 号

(役職名) 代表取締役社長

(役職名)

代 表 者

問合せ先責任者 常務取締役

－　

潜 在 株 式 調 整 後
１株当たり四半期
（ 当 期 ） 純 利 益

－　

（当期）純利益

キャッシュ･フロー キャッシュ･フロー

純　資　産

30,169

29,498

－　

営 業 活 動 に よ る

27.0

26.2

26.8

１株当たり純資産

290.68

288.68

301.70

投 資 活 動 に よ る

自己資本比率

31,110

120,524

2,622

3,277

89,537 2.4 

20年３月期第３四半期

19年３月期

19年３月期第３四半期

20年３月期第３四半期

20年３月期第３四半期

19年３月期第３四半期

19年３月期

19年３月期第３四半期

19年３月期

△4,333

△2,277 12,877

2,930 12,600

1



市光工業㈱（7244）平成20年３月期　第３四半期財務・業績の概況

２．配当の状況

円   銭 円   銭 円   銭

３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％  円   銭

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) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無

(3) 近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無

　(注) 詳細は３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。

　※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

19年３月期

20年３月期（実績）

20年３月期（予想）

中間期末

１株あたり配当金

6.00 

3.00 

3.00 

－　

：　無

　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、現時点で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き当社が判断したものであり、実際の業績等は今後様々な要因により異なる可能
性があります。

10.42 1,000 -  2,600 △37.5 △35.9 通　　　期 2,100

：　有

3.00 

－　

3.00 

　第３四半期の経営成績は概ね計画通りに推移しており、現時点においては平成19年11月16日に公表しました
業績予想の変更は行っておりません。

6.00 

△0.4 

営 業 利 益

：　無

120,000

売   上   高

（％表示は、対前期増減率）

期　末 年　間

経 常 利 益
１株当たり
当期純利益

当 期 純 利 益

（基準日）
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市光工業㈱（7244）平成20年３月期　第３四半期財務・業績の概況

【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

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) 会計処理の方法における簡便な方法の採用

・

・

(3) 近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

　　　持分法　　新規　１社 （社名　市光法雷奥(佛山)汽車照明系統有限公司）　除外　－社

　なお、特定子会社以外の連結範囲及び持分法の適用の異動状況は、以下の通りであります。

　該当事項はありません。

棚卸資産につきましては、実地棚卸を省略し継続記録法によっております。

税金費用につきましては、法定実効税率を基にした年間予測税率等によって算出しております。

　財務諸表等の作成に際しては、中間連結財務諸表規則に準拠しておりますが、以下の事項については簡便
的な方法を採用しております。

　　　連結　　　新規　－社　　除外　－社

　当第３四半期における日本経済は、緩やかな景気拡大が続きましたが、原油価格の高騰や住宅投資の落ち込
みなどの影響から減速傾向が見られました。
　一方、世界経済におきましても、米国に端を発するサブプライムローン問題が国際金融市場に与える影響
や、原油価格を始めとする国際商品市況の高騰による景気後退が懸念され、必ずしも楽観できない状況にあり
ます。
　当社グループが属する自動車業界におきましては、国内新車販売が伸び悩んだものの、対新興国向けを中心
に輸出が増加したことにより、国内自動車生産は前年同期比微増となりました。
　このような環境のもと、当社グループは中期経営計画、年度方針に基づき、品質第一の企業への変革、収益
力の向上、グローバル事業展開とその体制の確立及び「人財」の育成強化に取り組んで参りました。
　その結果、当第３四半期における連結売上高は、89,031百万円（前年同期比0.6％減）となりました。収益
面では、素材価格の高騰に対して原価低減に努めましたが、営業利益は1,458百万円（前年同期比44.4％
減）、経常利益は1,499百万円（前年同期比51.5％減）、四半期純利益は442百万円（前年同期は損失2,762百
万円）となりました。

　当第３四半期末における総資産は、前連結会計年度末と比べ4,812百万円減少し、103,192百万円となりまし
た。
　資産の部につきましては、流動資産が3,370百万円、固定資産が1,441百万円の減少となりました。主とし
て、現金及び預金、受取手形及び売掛金、有形固定資産、投資有価証券がそれぞれ減少しております。負債の
部につきましては、3,870百万円の減少となりました。主として、支払手形及び買掛金、未払金、製品保証引
当金、長期預り金がそれぞれ減少し、長期借入金が増加しております。また、純資産の部は941百万円減少
し、30,169百万円となりました。なお、自己資本比率は0.2ポイント増加し、27.0％となっております。
（キャッシュ・フローの状況）
　当第３四半期期末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ1,190百万円減少し、12,600百
万円となりました。
　営業活動により獲得した資金は254百万円となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益1,288百万
円、減価償却費3,284百万円、製品保証引当金の減少3,506百万円であります。投資活動により使用した資金は
4,333百万円となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出7,691百万円、有形固定資産の売却に
よる収入4,781百万円、長期預り金の返済による支出1,422百万円であります。財務活動により獲得した資金は
2,930百万円となりました。主な要因は、長期借入れによる収入7,916百万円、長期借入金の返済による支出
3,578百万円であります。

　当第３四半期の実績、及び第４四半期に係る実績見込み額を勘案し、現時点での通期業績見込みを再検討し
た結果、去る平成19年11月16日に公表した業績予想を変更すべき特段の要因はないものと判断いたしました。
従いまして、本資料発表日現在での通期業績予想の変更は行っておりません。

　該当事項はありません。
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市光工業㈱（7244）平成20年３月期　第３四半期財務・業績の概況

５．（要約）四半期連結財務諸表

（1）（要約）四半期連結貸借対照表

（単位：百万円、％）

前期末 当四半期末 前年同四半期末

(平成20年３月期 (平成19年３月期
第３四半期末) 第３四半期末)

金　額 金　額 金　額 増減率 金　額

14,536 13,427 △1,109 13,605 

23,272 22,084 △1,188 22,887 

93 91 △1 93 

8,629 8,922 292 8,287 

4,848 3,715 △1,132 7,404 

6,052 5,812 △239 4,999 

△43 △35 8 △93 

57,388 54,018 △3,370 △5.9 57,183 

31,746 30,606 △1,140 △3.6 29,456 

(1) 9,823 9,364 △458 8,082 

(2) 9,565 8,753 △812 8,916 

(3) 2,896 3,199 303 2,989 

(4) 6,089 6,079 △10 5,846 

(5) 3,370 3,208 △162 3,622 

211 215 4 2.0 199 

18,657 18,351 △305 △1.6 19,025 

(1) 9,195 7,814 △1,380 9,590 

(2) 381 341 △39 145 

(3) 5,326 6,832 1,506 5,447 

(4) 3,793 3,387 △406 3,879 

△39 △24 15 △38 

50,615 49,174 △1,441 △2.8 48,681 

108,004 103,192 △4,812 △4.5 105,865 

流動資産合計

(平成19年３月期末)

Ⅰ 流動資産

3.

4.

5.

6.

増　減
科　目

現金及び預金

(資産の部)

1.

無形固定資産

固定資産合計

1. 有形固定資産

建物及び構築物

土地

建設仮勘定

3.

2.

長期貸付金

有価証券

たな卸資産

繰延税金資産

その他

貸倒引当金

固定資産Ⅱ

2.

資産合計

貸倒引当金

受取手形及び売掛金

機械装置及び運搬具

工具器具及び備品

繰延税金資産

投資その他の資産

その他

投資有価証券
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市光工業㈱（7244）平成20年３月期　第３四半期財務・業績の概況

（単位：百万円、％）

前期末 当四半期末 前年同四半期末

(平成20年３月期 (平成19年３月期
第３四半期末) 第３四半期末)

金　額 金　額 金　額 増減率 金　額

22,065 20,840 △1,225 21,119 

4,729 3,955 △774 6,444 

80 80 - 80 

4,942 5,287 344 4,642 

2,458 534 △1,923 438 

220 203 △16 708 

3,452 2,399 △1,053 2,501 

7,633 4,920 △2,712 9,403 

1,878 2,559 680 2,769 

47,461 40,780 △6,681 △14.1 48,107 

180 140 △40 220 

14,670 18,566 3,896 13,651 

12,459 12,932 473 12,272 

321 225 △96 312 

1,777 355 △1,422 1,777 

23 21 △1 24 

29,431 32,242 2,810 9.5 28,258 

76,893 73,022 △3,870 △5.0 76,366 

8,929 8,929 - 8,929 

7,840 7,840 - 7,840 

13,688 13,519 △169 11,827 

△22 △25 △3 △21 

30,436 30,263 △173 △0.6 28,576 

△200 △1,086 △885 1,516 

△1,287 △1,289 △1 △2,393 

△1,488 △2,376 △887 △59.6 △876 

2,162 2,282 119 5.5 1,798 

31,110 30,169 △941 △3.0 29,498 

108,004 103,192 △4,812 △4.5 105,865 

固定負債合計

2.

株主資本合計

1.

(純資産の部)

負債合計

資本金

Ⅰ 株主資本

8. 製品保証引当金

未払金

6. 未払法人税等

7.

5. 長期預り金

Ⅰ 流動負債

Ⅱ 固定負債

長期借入金

1年以内返済予定の

2. 短期借入金

1. 支払手形及び買掛金

増　減

(負債の部)

科　目 (平成19年３月期末)

4.

1年以内償還予定の

未払費用

5.

3.

社債

1. 社債

流動負債合計

9. その他

6. その他

3. 退職給付引当金

4. 役員退任慰労引当金

2. 長期借入金

資本剰余金

1. その他有価証券評価差額金

4. 自己株式

Ⅱ 評価・換算差額等

3. 利益剰余金

純資産合計

負債、純資産合計

2. 為替換算調整勘定

Ⅲ 少数株主持分

評価・換算差額等合計
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市光工業㈱（7244）平成20年３月期　第３四半期財務・業績の概況

（2）（要約）四半期連結損益計算書

（単位：百万円、％）

前年同四半期 当四半期 前期

(平成19年３月期 (平成20年３月期
第３四半期末) 第３四半期末)

金　額 金　額 金　額 増減率 金　額

89,537 89,031 △505 △0.6 120,524 

75,805 76,444 638 0.8 102,333 

13,731 12,586 △1,144 △8.3 18,191 

11,108 11,128 19 0.2 14,913 

2,622 1,458 △1,164 △44.4 3,277 

1,071 1,056 △14 △1.3 1,730 

284 264 △20 327 

129 214 84 514 

657 578 △78 887 

599 1,015 415 69.2 845 

281 316 35 362 

64 362 298 221 

254 335 81 261 

3,094 1,499 △1,594 △51.5 4,162 

1,413 80 △1,333 △94.3 4,673 

46 51 5 45 

1,359 1 △1,358 3,849 

7 27 19 778 

9,072 291 △8,780 △96.8 8,946 

114 273 159 354 

53 - △53 61 

8,900 - △8,900 8,521 

4 18 13 9 

△4,564 1,288 5,852 - △110 

△2,164 673 2,838 417 

363 172 △190 372 

△2,762 442 3,205 - △900 

営業利益

経常利益

税金等調整前四半期純利益又は
税金等調整前四半期（当期）純
損失(△)

為替差損

Ⅳ

2. 投資有価証券売却益

3. その他の営業外費用

Ⅵ

科　目

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

売上高

売上原価

販売費及び一般管理費

売上総利益

特別利益

1. 固定資産処分益

2.

税金費用

少数株主利益

四半期純利益又は
四半期(当期)純損失(△)

営業外収益

Ⅴ 営業外費用

ﾛｲﾔﾘﾃｨ及び技術支援料

3.

受取利息及び配当金

その他の営業外収益

製品保証引当金繰入額

1.

3.

3. その他の特別利益

Ⅶ 特別損失

固定資産処分損

2. 減損損失

4. その他の特別損失

(平成19年３月期末)
増　減

1.

2.

1. 支払利息
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市光工業㈱（7244）平成20年３月期　第３四半期財務・業績の概況

（3）（要約）四半期連結株主資本等変動計算書

前第３四半期連結会計期間（平成18年4月1日～平成18年12月31日） （単位：百万円）

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

8,929 7,840 15,221 △18 31,973 193 1,512 33,679 

剰余金の配当（注） △287 △287 △287 

剰余金の配当 △287 △287 △287 

役員賞与（注） △55 △55 △55 

四半期純損失 △2,762 △2,762 △2,762 

自己株式の取得 △3 △3 △3 

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額
（純額）

△1,070 286 △784 

△3,393 △3 △3,396 △1,070 286 △4,180 

8,929 7,840 11,827 △21 28,576 △876 1,798 29,498 

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。

当第３四半期連結会計期間（平成19年４月１日～平成19年12月31日） （単位：百万円）

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

8,929 7,840 13,688 △22 30,436 △1,488 2,162 31,110 

剰余金の配当 △575 △575 △575 

四半期純利益 442 442 442 

自己株式の取得 △3 △3 △3 

持分法の適用範囲の変動 △36 △36 △36 

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額
（純額）

△887 119 △767 

△169 △3 △173 △887 119 △941 

8,929 7,840 13,519 △25 30,263 △2,376 2,282 30,169 

前連結会計年度（平成18年４月１日～平成19年３月31日） （単位：百万円）

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

8,929 7,840 15,221 △18 31,973 193 1,512 33,679 

剰余金の配当（注） △287 △287 △287 

剰余金の配当 △287 △287 △287 

役員賞与（注） △55 △55 △55 

当期純損失 △900 △900 △900 

自己株式の取得 △4 △4 △4 

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額
（純額）

△1,682 650 △1,032 

△1,532 △4 △1,536 △1,682 650 △2,568 

8,929 7,840 13,688 △22 30,436 △1,488 2,162 31,110 

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。

平成19年３月31日残高

評価･換算
差額等

評価･換算
差額等

評価･換算
差額等

平成19年12月31日残高

第３四半期中の変動額合計

第３四半期中の変動額

純資産合計

平成18年３月31日残高

連結会計年度中の変動額

連結会計年度中の変動額合計

株主資本 少数株主
持分

純資産合計

平成18年12月31日残高

株主資本 少数株主
持分

純資産合計

第３四半期中の変動額合計

少数株主
持分

平成19年３月31日残高

株主資本

平成18年３月31日残高

第３四半期中の変動額
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（4）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

Ⅰ 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（当期）純損失（△) △4,564 1,288 △110

減価償却費 2,948 3,284 4,280

減損損失 53 - 61

貸倒引当金の減少額 △7 △23 △56

製品保証引当金の増加額（△減少額） 8,930 △3,506 7,160

退職給付･役員退任慰労引当金の増加額 650 378 846

受取利息及び受取配当金 △284 △264 △327

支払利息 281 316 362

持分法による投資損失（△利益） △8 161 8

投資有価証券売却益 △1,359 △1 △3,849

有形固定資産処分損益 68 222 308

売上債権の減少額 1,536 1,130 1,153

たな卸資産の減少額（△増加額） 13 △320 △97

未収入金他の減少額（△増加額） 304 491 △927

仕入債務の増加額（△減少額） 715 △1,387 1,292

未払費用他の増加額（△減少額） △663 △1,096 1,224

役員賞与の支給額 △56 - △56

その他 △14 90 △605

8,542 764 10,668

利息及び配当金の受取額 284 262 325

利息の支払額 △281 △316 △362

法人税等の支払額 △2,702 △456 △1,914

5,842 254 8,717

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入れによる支出 △636 △931 △793

定期預金の払戻しによる収入 510 850 650

有形固定資産の取得による支出 △7,153 △7,691 △11,786

有形固定資産の売却による収入 2,825 4,781 5,761

投資有価証券の取得による支出 △7 △110 △7,938

投資有価証券の売却による収入 3,238 1 11,130

関連会社への出資による支出 △760 - △1,003

長期預り金の返済による支出 - △1,422 -

その他 △294 189 △180

△2,277 △4,333 △4,160

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額 1,890 △774 175

長期借入れによる収入 4,610 7,916 7,070

長期借入金の返済による支出 △3,360 △3,578 △4,485

配当金の支払額 △575 △575 △575

その他 △56 △57 257

2,507 2,930 2,441

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 21 △41 8

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 6,093 △1,190 7,007

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 6,783 13,790 6,783

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 12,877 12,600 13,790

小計

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

第３四半期末)

前年同四半期末

(平成19年３月期

金 額

(平成19年３月期末)

前期末

区分 金 額

当四半期末

(平成20年３月期
第３四半期末)

金 額
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（5）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

　前年同四半期（平成19年３月期第３四半期）

売上高

営業費用

営業利益

　当四半期（平成20年３月期第３四半期）

売上高

営業費用

営業利益又は営業損失(△)

　（参考）前期（平成19年３月期）

売上高

営業費用

営業利益又は営業損失(△)

　当社グループは自動車用照明器具、部品の製造販売を主たる事業とした専門メーカーですが、一セグ
メントの売上高、営業利益及び資産の金額は全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメント
資産の金額の合計額に占める割合が、何れも90％超となっております。又、当該セグメント以外に開示
基準に該当するセグメントがないため、その記載を省略しております。

（単位：百万円）

消 去 又
は 全 社

連 結計ア ジ ア日 本 北 米

86,914 

2,622 

111,480 

108,668 4,974 

5,482 

5,622 

△1,583 

北 米 ア ジ ア

2,812 

（単位：百万円）

日 本 北 米 ア ジ ア 計
消 去 又
は 全 社

連 結

467 

5,442 

△139 3,140 3,277 

2,457 

122,405 

119,265 

120,524 

117,246 

△1,881 

△2,018 

137 

1,866 165 

89,537 90,955 △1,418 82,540 

80,673 

（単位：百万円）

88,497 

4,266 4,148 

4,098 3,725 

計

168 422 

消 去 又
は 全 社

3,664 89,082 

連 結

82,622 3,598 4,190 90,411 △1,379 89,031 

日 本

△1,509 87,572 

1,015 △212 526 1,328 129 1,458 

81,607 3,811 
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