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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第1四半期 16,029 ― 1,468 ― 1,368 ― 840 ―
20年3月期第1四半期 13,935 7.1 1,368 △1.5 1,386 0.4 769 △4.7

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

21年3月期第1四半期 113.09 ―
20年3月期第1四半期 105.68 ―

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

21年3月期第1四半期 62,180 24,933 33.0 2,819.78
20年3月期 62,227 24,776 32.3 2,759.91

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  20,524百万円 20年3月期  20,088百万円

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   

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

20年3月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 15.00 ― 15.00 30.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21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  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

第2四半期連結累計期間 33,100 14.7 2,900 7.9 2,650 △4.0 1,400 △11.8 174.77
通期 65,000 5.0 5,750 4.1 5,250 △1.8 2,700 △9.7 322.49

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）  有  

詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(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  

詳細は、４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） 

詳細は、４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） 

当社は、平成20年７月１日付にて普通株式１株を1.2株とする株式分割を行っており、本資料提出日現在の発行済株式総数は8,737,200株となっており、自己株式数
は2,880株となっております。  

１．平成20年４月25日発表の連結業績予想の修正は行っておりません。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及
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。業績予想の前提となる条件及び業績予想の
ご利用にあたっての注意事項等については、３ページ【定性的情報・財務諸表等】３．業績連結予想に関する定性的情報をご覧ください。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 1 社 （社名 株式会社中村製作所 ）

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） 21年3月期第1四半期  7,281,000株 20年3月期  7,281,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  2,400株 20年3月期  2,400株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  7,278,600株 20年3月期第1四半期  7,278,600株



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

　当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、原油・鋼材等の価格高騰により企業業績や個人消費が伸び悩み、

サブプライムローン問題による米国経済の減速等、景気の先行きに不透明感が増してまいりました。

　自動車業界におきましては、国内の新車販売は低い水準での推移となりましたが、輸出等により国内生産は概ね横

這いで推移いたしました。海外におきましては、米国での低燃費小型車への需要シフトが鮮明になってまいりました

が、アジア、中南米地域においては引き続き現地生産、販売は増加基調で推移いたしました。

　このような状況のもと当社グループは、新型車に係る受注部品の量産立ち上げに注力するとともに、国内外におけ

る生産能力の増強を図ってまいりました。

　当第１四半期連結会計期間の業績につきましては、為替換算の影響はありますものの、国内外における車体部品の

売上は増加傾向で推移し、売上高は16,029百万円（前年同期比15.0％増）、営業利益は1,468百万円（前年同期比

7.3％増）、経常利益は1,368百万円（前年同期比1.3％減）、四半期純利益は840百万円（前年同期比9.2％増）となり

ました。

　所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。

①日本

　国内におきましては、新規車種の量産開始が寄与し、車体部品の売上は増加いたしましたが、海外向け金型・治

工具等設備の販売及び試作売上等の減少により、売上高9,007百万円（前年同期比0.7％減）、営業利益645百万円

（前年同期比54.4％減）となりました。

②北米　

　北米におきましては、車体部品の生産は増加いたしましたが、為替換算により売上高は1,742百万円（前年同期比

11.6％減）となりました。営業利益については収益体質の改善が進み187百万円（前年同期比12.8％増）となりまし

た。

③アジア

　アジアにおきましては、中国における車体部品の生産が増産傾向で推移し、売上高は3,938百万円（前年同期比

21.6％増）、営業利益は463百万円（前年同期比170.1％増）となりました。

④中南米

　中南米におきましては、ブラジルにおける車体部品の生産が増産傾向で推移し、売上高1,552百万円（前年同期比

58.8％増）となり、営業利益125百万円（前年同期比181.2％増）となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末と比較して47百万円減少し、62,180百万円と

なりました。

　資産の部につきましては、流動資産は受取手形及び売掛金、たな卸資産の増加等により、前連結会計年度末と比較

して994百万円増加いたしました。

　有形固定資産は、国内外の生産能力増強に伴う機械装置及び運搬具等の取得により増加したものの、為替換算によ

り前連結会計年度末と比較して1,985百万円減少し、34,940百万円となりました。また、投資その他の資産は、投資有

価証券の評価増等により前連結会計年度末と比較して987百万円増加いたしました。これらにより固定資産は、前連結

会計年度と比較して1,041百万円減少し、44,333百万円となりました。

　負債の部につきましては、短期借入金の減少、長期借入金の増加等により、203百万円減少し37,247百万円となりま

した。
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　当第１四半期連結会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1,368百万円で営業活動によるキャッシュ・フローが2,415百万円となり、有形固定資産等の取得による支出等によ

り投資活動によるキャッシュ・フローは△2,633百万円、長期借入れによる収入、短期借入金の減少による支出等によ

り財務活動によるキャッシュ・フローは585百万円となりました。その結果、前連結会計年度末の資金残高に比べ29百

万円増加し、当四半期連結会計期間末における資金残高は2,177百万円となりました。

　当四半期連結会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、2,415百万円（前年同期比590百万円減少）となりました。これは主に、税金等

調整前四半期純利益が1,368百万円、有形固定資産等の減価償却費1,698百万円、仕入債務の増加額1,049百万円、売

上債権の増加額△879百万円、たな卸資産の増加額△714百万円、法人税等の支払額△592百万円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、2,633百万円（前年同期比731百万円減少）となりました。これは主に、国内及

び海外における生産能力増強並びに新規車種生産設備の取得等有形固定資産の取得による支出△3,519百万円、有形

固定資産の売却による収入906百万円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）　

　財務活動の結果調達した資金は、585百万円（前年同期比123百万円減少）となりました。これは主に、長期借入

れによる収入2,599百万円、長期借入金の返済による支出△791百万円、短期借入金の純減額△973百万円などによる

ものであります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　今後の見通しにつきましては、国内景気は企業業績や個人消費が伸び悩むなど足踏み状態が続いており、海外にお

いても米国経済の冷え込みや原材料価格高騰等の影響が懸念され、先行きの不透明感が増しております。

　当社グループは、引き続き国内生産体質の改革に向け、埼玉新工場の稼動に向けた準備をすすめてまいりますほか、

中国、ブラジルにおける生産能力増強を図ってまいります。

　平成21年３月期の業績予想につきましては、現段階では平成20年４月25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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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）

　　当第１四半期連結会計期間において、株式会社中村製作所は当社が吸収合併したことにより解散しておりま

す。また、キクチ・ユーエスエー・インコーポレーレッドは、純資産及び売上高並びに四半期純利益及び利益

剰余金（持分に見合う額）等はいずれも四半期連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため、当第１四半

期連結会計期間より、連結の範囲及び持分法の適用から除外しております。

（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

　たな卸資産の評価方法

　当第１四半期連結会計期間末におけるたな卸高の算出に関して、実地たな卸を省略し前連結会計期間末に係

る実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。

（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

①　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務

諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

②　「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用

　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりまし

たが、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年

７月５日）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。

　なお、この変更に伴う営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響は軽微であります。

③　「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

　当第１四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

（実務対応報告第18号　平成18年平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。

　これにより、四半期連結貸借対照表については、利益剰余金が142百万円増加いたしましたが、当第１四半期

連結会計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響は軽微であります。

④　リース取引に関する会計基準の適用

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ていましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日）企業会計審議会

第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成

20年４月１日以降開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったこ

とに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっ

ております。所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース

期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用しております。これによる、営業利益、経常利益及び

税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。

　また、リース取引開始日が、リース会計基準等適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。これによる、営業利益、

経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。

　なお、セグメント情報に与える影響はありません。
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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：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,730,423 2,704,824

受取手形及び売掛金 7,703,445 7,141,302

有償支給未収入金 373,611 357,924

製品 425,840 254,455

原材料 744,681 836,768

仕掛品 4,129,589 3,866,798

繰延税金資産 558,027 580,985

その他 1,181,301 1,109,479

流動資産合計 17,846,920 16,852,539

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 8,902,882 9,398,288

機械装置及び運搬具（純額） 9,755,932 9,799,163

工具、器具及び備品（純額） 4,633,234 3,610,601

土地 7,215,533 7,296,214

建設仮勘定 4,433,222 6,814,286

有形固定資産 34,940,805 36,918,554

無形固定資産 481,586 532,456

投資その他の資産   

投資有価証券 8,250,843 7,099,940

その他 660,285 824,083

投資その他の資産 8,911,129 7,924,024

固定資産合計 44,333,520 45,375,035

資産合計 62,180,441 62,227,574

負債の部   

流動負債   

買掛金 6,689,137 6,177,494

短期借入金 7,620,042 8,802,693

1年内返済予定の長期借入金 3,769,816 3,264,376

未払法人税等 434,238 590,952

役員賞与引当金 9,000 36,500

賞与引当金 340,154 598,592

その他 4,533,518 5,348,170

流動負債合計 23,395,907 24,818,779

固定負債   

長期借入金 11,461,878 10,481,129

長期未払金 1,054,383 746,220

退職給付引当金 714,467 700,687



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日) 

役員退職慰労引当金 366,770 371,754

その他 254,028 332,433

固定負債合計 13,851,528 12,632,225

負債合計 37,247,436 37,451,005

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,531,708 1,531,708

資本剰余金 1,620,525 1,620,525

利益剰余金 16,813,835 15,982,412

自己株式 △2,527 △2,527

株主資本合計 19,963,540 19,132,117

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,535,588 1,134,308

為替換算調整勘定 △975,061 △178,149

評価・換算差額等合計 560,526 956,159

少数株主持分 4,408,937 4,688,292

純資産合計 24,933,005 24,776,569

負債純資産合計 62,180,441 62,227,574



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第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) 

売上高 16,029,051

売上原価 13,421,050

売上総利益 2,608,000

販売費及び一般管理費 1,139,645

営業利益 1,468,354

営業外収益  

受取利息 15,438

受取配当金 24,837

持分法による投資利益 208,258

その他 43,913

営業外収益合計 292,447

営業外費用  

支払利息 153,574

為替差損 237,362

その他 1,167

営業外費用合計 392,104

経常利益 1,368,697

特別利益  

固定資産売却益 2,513

特別利益合計 2,513

特別損失  

固定資産売却損 945

固定資産除却損 1,903

特別損失合計 2,849

税金等調整前四半期純利益 1,368,362

法人税、住民税及び事業税 439,684

法人税等調整額 △7,404

少数株主利益 95,768

四半期純利益 840,313



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第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) 

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 1,368,362

減価償却費 1,698,186

退職給付引当金の増減額（△は減少） 49,654

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △40,858

賞与引当金の増減額（△は減少） 290,843

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △25,429

受取利息及び受取配当金 △40,275

支払利息 153,574

持分法による投資損益（△は益） △208,258

持分法適用会社への未実現利益調整 △3,305

固定資産売却損益（△は益） △1,568

固定資産除却損 1,903

売上債権の増減額（△は増加） △879,605

たな卸資産の増減額（△は増加） △714,338

仕入債務の増減額（△は減少） 1,049,341

未払消費税等の増減額（△は減少） 60,960

前受金の増減額（△は減少） 114,013

未払金の増減額（△は減少） 242,238

その他 △93,530

小計 3,021,909

利息及び配当金の受取額 51,195

利息の支払額 △139,866

法人税等の支払額 △592,372

国庫補助金等の受取額 74,183

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,415,048

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 △3,519,101

有形固定資産の売却による収入 906,758

無形固定資産の取得による支出 △813

投資有価証券の取得による支出 △4,200

その他 △15,996

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,633,353



（単位：千円）

当第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) 

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） △973,185

長期借入れによる収入 2,599,822

長期借入金の返済による支出 △791,343

割賦債務及びファイナンス・リース債務の返済に
よる支出

△142,237

配当金の支払額 △98,948

少数株主への配当金の支払額 △9,036

財務活動によるキャッシュ・フロー 585,071

現金及び現金同等物に係る換算差額 △195,177

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 171,589

現金及び現金同等物の期首残高 2,148,024

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △141,910

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,177,703



　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

　当第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）

　当連結グループは輸送用機器部品の専門メーカーとして、同一セグメントに属する車体プレス部品、厚物精密

プレス部品等の製造・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。

ｂ．所在地別セグメント情報

当第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）

 
日本

（千円）
北米地域
（千円）

アジア地域
（千円）

中南米地域
（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
8,795,330 1,742,889 3,938,050 1,552,780 16,029,051 － 16,029,051

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
212,336 － － － 212,336 (212,336) －

計 9,007,667 1,742,889 3,938,050 1,552,780 16,241,387 (212,336) 16,029,051

営業利益 645,653 187,650 463,753 125,635 1,422,692 (△45,662) 1,468,354

　（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）北米地域　　……　米国

(2）アジア地域　……　中国

(3）中南米地域　……　ブラジル

３．会計処理の方法の変更

（たな卸資産の評価に関する会計基準）

当社は、当第１四半期連結会計期間より「たな卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　

平成18年７月５日）を適用しております。この変更に伴う業績への影響は軽微であります。

（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い）

当社は、当第１四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面

の取扱い」（実務対応報告第18号　平成18年５月17日）を適用しております。この変更に伴う業績へ影響は

の軽微であります。

－ 1 －



ｃ．海外売上高

当第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）

 北米地域 アジア地域 中南米地域 計

Ⅰ．海外売上高（千円） 2,714,377 4,144,318 2,283,840 9,142,535

Ⅱ．連結売上高（千円） － － － 16,029,051

Ⅲ．連結売上高に占める

海外売上高の割合

（％）

16.9 25.9 14.2 57.0

（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．各区分に属する地域の内訳は、次のとおりであります。

(1）北米地域 ……… 米国、カナダ

(2）アジア地域 ……… 中国、マレーシア、韓国、インド

(3）中南米地域 ……… ブラジル

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。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。

－ 2 －



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 13,935,584

Ⅱ　売上原価 11,512,354

売上総利益 2,423,229

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,054,434

営業利益 1,368,794

Ⅳ　営業外収益 163,452

受取利息 9,407

受取配当金 25,043

為替差益 10,300

その他 15,202

持分法による投資損益 103,498

Ⅴ　営業外費用 145,557

支払利息 140,145

その他　 5,411

経常利益 1,386,690

Ⅵ　特別利益 143

固定資産売却益 143

Ⅶ　特別損失 14

固定資産処分損 14

税金等調整前四半期純利益 1,386,818

税金費用 554,053

少数株主利益 63,593

四半期純利益 769,171

－ 3 －



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅰ　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 1,386,818

減価償却費 1,441,817

退職給付引当金の増加額 31,740

役員退職慰労引当金の減少
額

△30,958

賞与引当金の増加額 271,325

役員賞与引当金の減少額 △28,900

受取利息及び配当金 △34,450

支払利息 140,145

持分法による投資利益 △103,498

持分法適用会社への未実現
利益調整

257,726

有形固定資産除売却益 △128

売上債権の減少額 774,331

たな卸し資産の減少額 661,974

仕入債務の減少額 △1,764,028

未払消費税等の増加額 158,006

前受金の増加額 △261,169

未払金の増加額 723,033

その他 99,077

小計 3,722,864

利息及び配当金の受取額 34,450

利息の支払額　 △139,963

法人税等の支払額 △611,822

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

3,005,529

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 

投資有価証券の取得による
支出

△19,347

有形固定資産の取得による
支出

△3,338,565

有形固定資産の売却による
収入

2,188

その他 △9,571

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△3,365,296

－ 4 －



前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅲ　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 1,526,792

ファイナンスリース債務の
返済による支出

△7,081

長期借入れによる収入 400,000

長期借入金の返済による支
出

△1,266,809

少数株主からの持分取得収
入

149,119

配当金の支払額 △93,868

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

708,153

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

19,828

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加
額（又は減少額）

368,215

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

1,265,110

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末
残高

1,633,326

－ 5 －



（３）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日）

当連結グループは輸送用機器部品の専門メーカーとして、同一セグメントに属する車体プレス部品、厚物精密

プレス部品等の製造・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。

ｂ．所在地別セグメント情報

前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日）

 
日本

（千円）
北米地域
（千円）

アジア地域
（千円）

中南米地域
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社
（千円）

連結
（千円）

売上高 9,075,566 1,972,007 3,237,753 977,787 15,263,115 1,327,531 13,935,584

営業費用 7,659,463 1,805,698 3,066,029 933,106 13,464,297 897,508 12,566,789

営業利益 1,416,103 166,308 171,724 44,680 1,798,817 430,022 1,368,794

ｃ．海外売上高

前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日）

 北米地域 アジア地域 中南米地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 3,276,808 3,263,757 1,972,007 8,512,573

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － 13,935,584

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の

割合（％）
23.5 23.4 14.2 61.1

－ 6 －
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