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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 18,752 ― 630 ― 680 ― 437 ―

20年3月期第1四半期 18,060 △0.2 261 △4.8 439 9.9 259 14.5

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 20.79 ―

20年3月期第1四半期 12.69 ―

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

21年3月期第1四半期 45,303 22,897 50.2 1,081.10
20年3月期 45,857 22,549 48.8 1,064.33

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  22,736百万円 20年3月期  22,384百万円

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 ― 4.00 ― 6.00 10.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 5.00 ― 5.00 10.00

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 37,000 ― 700 ― 800 ― 400 ― 19.02
通期 76,500 △1.7 2,300 △14.5 2,400 △13.0 1,400 2.5 66.57

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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(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． 上記の予想は本資料の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、今後さまざま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。なお、上記業績予想に関する事項は３ページの「連結業績予想に関する定性的情報」をご参照下さい。 
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 ― 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） 21年3月期第1四半期  23,396,787株 20年3月期  23,396,787株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  2,365,352株 20年3月期  2,365,288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  21,031,451株 20年3月期第1四半期  20,618,087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１四半期におけるわが国経済は、原油をはじめとする原材料の高騰やサブプライムローン問題に端を発し

た国際的な金融市場の混乱の影響などにより、個人消費の伸び悩みや企業収益の改善に足踏みが見られるなど、

景気の先行きに不透明感が増す状況となりました。

自動車業界におきましては、北米・国内共に大型車から小型車へのシフト化と共に販売台数が減少しておりま

すが、新興市場を中心に小型車の販売拡大があり、生産台数は前年を上回る状況となっております。また、近年

省エネ・CO2排出抑制などの技術開発が急ピッチで進められており、資本系列を越えた提携が活発に行われており

ます。

自動車部品業界におきましても、価格転嫁の動きがみられるものの原材料価格高騰によるコストアップや受注

獲得競争の激化、グローバルでの対応力の差が一段と鮮明になってまいりました。

このような環境の中、当社グループの売上高は、四駆事業の売上は減少しましたが、産機事業をはじめとした

販売増があり、連結売上高は、187億52百万円と前年同期に比べ6億92百万円（3.8％）の増加となりました。

また、売上の増加と合理化活動により営業利益は6億30百万円と前年同期に比べ3億68百万円（140.9％）の増加、

経常利益は6億80百円と前年同期に比べ2億40百万円（54.8％）の増加、四半期純利益では4億37百万円と前年同期

に比べ1億77百万円（68.6％）の増加となりました。

事業の種類別セグメントに申し上げますと次のとおりです。　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

区　　分
第75期第1四半期 第76期第1四半期 増　　　　　減

売　上 営業利益 売　上 営業利益 売　上 営業利益

Ｍ／Ｔ事業 1,653 35 1,958 31 305 (18.5%)　 △3 (△10.6%)　

四駆事業　 6,280 193 5,884 131 △396 (△6.3%)　 △62 (△32.2%)　

部品事業　 8,454 △74 8,704 260 249 (2.9%)　 335 －　

産業機械事業　 1,579 83 2,122 184 542 (34.3%)　 100 (120.4%)　

その他事業　 91 22 83 20 △7 (△8.7%)　 △2 (△11.7%)　

消去又は全社　 － 0 － △1 － －　 △1 －　

合　　計　 18,060 261 18,752 630 692 (3.8%)　 368 (140.9%)　

１）　マニュアルトランスミッション事業（Ｍ／Ｔ事業）につきましては、中型商用車用Ｍ／Ｔは減少したものの、

小型商用車用Ｍ／Ｔの車種拡大により、売上高は19億58百万円と、前年同期に比べ3億5百万円（18.5％）の増

加となりましたが、原材料価格高騰の影響を受け、営業利益では31百万円と前年同期に比べ3百万円（10.6％）

の減少となりました。

２）　四輪駆動装置事業（四駆事業）につきましては、北米市場向け乗用車用トランスファーが増加したものの、

大型ピックアップトラック用トランスファー等が減少したことにより、売上高は58億84百万円と、前年同期に

比べ3億96百万円（6.3%）の減少となり、その結果、営業利益では1億31百万円と前年同期に比べ62百万円

（32.2％）の減少となりました。

３）　部品事業につきましては、オートマチックトランスミッション用部品や二輪車用部品の減産の影響があった

ものの、ＣＶＴ用部品が増加したことにより、売上高は87億4百万円と、前年同期に比べ2億49百万円（2.9％）

の増加となり、また合理化活動により、営業利益では2億60百万円と前年同期に比べ3億35百万円の増加となり

ました。

４）　産業機械事業（産機事業）につきましては、穀物需要の増加により主力製品である大型トラクター用パワー

シフトトランスミッションが大幅に増加、また、昨年受注した新型フォークリフト用トランスミッションが増

加した為、売上高は21億22百万円と、前年同期に比べ5億42百万円（34.3％）の増加となり、その結果、営業利

益では1億84百万円と前年同期に比べ1億円（120.4％）の増加となりました。

５）　その他事業につきましては、売上高は83百万円と前年同期に比べ7百万円（8.7%）の減少となり、その結果、

営業利益では20百万円と前年同期に比べ2百万円（11.7％）の減少となりました。
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所在地別セグメントの概要は次のとおりです。

１）　日本国内におきましては、原材料価格高騰によるコストアップの影響、並びに四駆事業の売上は減少しまし

たが産機事業をはじめとした販売増があり、売上高は180億36百万円と前年同期に比べ10億14百万円の増加と

なり、営業利益では5億76百万円と前年同期に比べ3億68百万円の増加となりました。

２）　北米地域におきましては、四輪バギー用部品や北米向けのフォークリフト用トランスミッションの販売が客

先の生産減による影響を受け売上高は6億57百万円と前年同期に比べ3億28百万円の減少となりましたが、合理

化活動により営業利益では21百万円と前年同期に比べ5百万円の増加となりました。

３）　アジア地域におきましては、特にインドネシア国内の自動車需要の増加により売上高は58百万円と前年同期

に比べ6百万円の増加となりましたが、輸出販売の減少により、営業利益では27百万円と前年同期に比べ11百

万円の減少となりました。

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における現金及び現金同等物は（以下「資金」という。）は11億96百万円となり、

前期末と比べ29百万円（2.4％）減少しました。

当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・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11億6百万円（前年同期比53.0％減）となりました。

これは主に、税金等調整前四半期純利益6億67百万円、減価償却費10億1百万円、賞与引当金の増加額4億36百万

円、退職給付引当金減少額1億83百万円、法人税等支払額7億33百万円等によるものです。

（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6億79百万円（前年同期比48.3％減）となりました。

これは主に、有形固定資産の取得による支出6億78百万円等によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果減少した資金は4億42百万円となりました。

これは主に、短期借入金純減額9億44百万円、長期借入金による収入8億円、長期借入金の返済による支出1億70

百万円、配当金の支払額1億26百万円等によるものです。

３．連結業績予想に関する定性的情報

当初の予想を大幅に上回る鋼材・鋳物等の当社製品に使用する資材価格の値上がり、及び北米地域ではガソリ

ン価格の高騰に伴う大型ＳＵＶ車等の販売不振など、過去に経験したことのないような業界不振の状況に直面し

ており、今後連結業績予想の下振れの可能性は高いと判断しております。

　連結業績予想の見直しを進めておりますが、これらの当社を取り巻く経営環境の激変の影響を見極めており、

まとまり次第、情報開示をおこなっていく予定であります。
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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）

　該当事項はありません。

（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

①　棚卸資産の実地棚卸の省略

　　当第１四半期連結会計期間末の棚卸資産の算出に関して、実地棚卸を省略し前連結会計年度末に係る実地棚

卸高を基礎として合理的な方法により算出しております。

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資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法に

よっております。

③　税金費用の計算

　　税金費用については、当第１四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）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　重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

　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。

　これによる損益に与える影響及びセグメントに与える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。

　これによる損益に与える影響及びセグメントに与える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

　「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成19年3月30日　企業会計基準第13号）及び

「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会　平成19年3月30日　企業会計基準適用指

針第16号）を当第１四半期連結会計期間より早期適用しております。これに伴い、従来通常の賃貸借取引に係

る方法に準じて会計処理していた所有権移転外ファイナンス・リース取引を、当第１四半期連結会計期間から

通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

　これによる損益に与える影響はありません。

　平成20年３月31日以前に取引を開始した所有権移転外ファイナンス・リース取引については、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おります。

　（追加情報）

　有形固定資産の耐用年数の変更

　当社の機械装置について、従来、耐用年数を４～12年としておりましたが、当第１四半期連結会計期間より４

～９年に短縮しております。

　この変更は、平成20年度税制改正による減価償却制度の法定耐用年数及び資産区分の見直しを契機として、経

済的耐用年数を見直した結果、より実態に即した耐用年数とするものであります。

　これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ131,255千円減少しておりま

す。

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。
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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 1,208,751 1,237,327

受取手形及び売掛金 12,931,150 13,107,326

製品 794,701 861,400

原材料 1,106,994 1,173,084

仕掛品 1,326,920 1,180,553

貯蔵品 1,032,741 1,026,703

繰延税金資産 937,424 945,059

その他 1,060,683 978,275

貸倒引当金 △11,619 △11,251

流動資産合計 20,387,746 20,498,479

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 10,294,629 10,337,210

減価償却累計額 △6,655,064 △6,600,495

建物及び構築物（純額） 3,639,565 3,736,715

機械装置及び運搬具 53,410,480 53,493,466

減価償却累計額 △41,642,995 △41,241,873

機械装置及び運搬具（純額） 11,767,484 12,251,593

工具、器具及び備品 4,362,228 4,380,096

減価償却累計額 △3,636,011 △3,617,312

工具、器具及び備品（純額） 726,216 762,783

土地 2,564,120 2,604,806

建設仮勘定 24,488 8,889

有形固定資産合計 18,721,875 19,364,787

無形固定資産 840,380 849,584

投資その他の資産   

投資有価証券 4,218,352 3,796,167

繰延税金資産 1,073,638 1,284,245

その他 63,251 65,429

貸倒引当金 △1,588 △1,557

投資その他の資産合計 5,353,654 5,144,285

固定資産合計 24,915,910 25,358,656

資産合計 45,303,656 45,857,136



（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,218,922 9,290,740

短期借入金 1,236,477 2,052,799

未払金 1,801,810 1,930,270

未払費用 1,595,581 1,609,037

未払法人税等 255,303 750,935

賞与引当金 1,483,186 1,046,325

役員賞与引当金 25,250 22,000

環境対策引当金 27,204 27,204

事業整理損失引当金 50,878 67,335

その他 218,262 329,039

流動負債合計 15,912,876 17,125,688

固定負債   

長期借入金 1,796,680 1,296,300

退職給付引当金 4,307,295 4,490,817

役員退職慰労引当金 380,538 385,338

その他 9,000 9,000

固定負債合計 6,493,514 6,181,455

負債合計 22,406,391 23,307,144

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,500,000 3,500,000

資本剰余金 2,075,875 2,075,875

利益剰余金 16,898,505 16,596,334

自己株式 △624,957 △624,929

株主資本合計 21,849,423 21,547,281

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,356,345 1,101,523

為替換算調整勘定 △468,774 △264,312

評価・換算差額等合計 887,570 837,210

少数株主持分 160,271 165,500

純資産合計 22,897,265 22,549,992

負債純資産合計 45,303,656 45,857,136



（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 18,752,982

売上原価 16,557,736

売上総利益 2,195,246

販売費及び一般管理費  

荷造費 69,208

人件費 695,244

賃借料 50,967

減価償却費 88,709

賞与引当金繰入額 106,688

役員賞与引当金繰入額 3,250

退職給付費用 32,253

その他の販売費 518,789

販売費及び一般管理費合計 1,565,111

営業利益 630,134

営業外収益  

受取利息 523

受取配当金 40,926

受取賃貸料 6,405

持分法による投資利益 653

その他 24,354

営業外収益合計 72,863

営業外費用  

支払利息 14,882

為替差損 6,199

その他 1,389

営業外費用合計 22,471

経常利益 680,526

特別利益  

固定資産売却益 520

貸倒引当金戻入額 151

国庫補助金 17,300

特別利益合計 17,971

特別損失  

固定資産除却損 5,998

固定資産圧縮損 8,086

その他 377

特別損失合計 14,462

税金等調整前四半期純利益 684,035

法人税等合計 241,897

少数株主利益 4,970

四半期純利益 437,167



（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 684,035

減価償却費 1,001,713

持分法による投資損益（△は益） △653

退職給付引当金の増減額（△は減少） △183,202

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △4,800

賞与引当金の増減額（△は減少） 436,860

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 3,250

貸倒引当金の増減額（△は減少） 399

受取利息及び受取配当金 △41,449

為替差損益（△は益） 34,049

支払利息 14,882

固定資産除売却損益（△は益） 5,478

固定資産圧縮損 8,086

売上債権の増減額（△は増加） 118,259

たな卸資産の増減額（△は増加） △75,426

その他の固定資産の増減額（△は増加） △823

その他の流動資産の増減額（△は増加） △73,057

仕入債務の増減額（△は減少） 19,670

未払費用の増減額（△は減少） △6,383

その他の流動負債の増減額（△は減少） △127,168

小計 1,813,722

利息及び配当金の受取額 42,474

利息の支払額 △15,584

法人税等の支払額 △733,989

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,106,622

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 △600

投資有価証券の取得による支出 △389

有形固定資産の取得による支出 △678,368

有形固定資産の売却による収入 785

無形固定資産の取得による支出 △538

投資活動によるキャッシュ・フロー △679,110

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） △944,962

長期借入れによる収入 800,000

長期借入金の返済による支出 △170,980

自己株式の取得による支出 △28

配当金の支払額 △126,280

少数株主への配当金の支払額 △385

財務活動によるキャッシュ・フロー △442,635

現金及び現金同等物に係る換算差額 △14,052

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △29,176

現金及び現金同等物の期首残高 1,225,527

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,196,351



　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）

Ｍ／Ｔ
（千円）

四輪駆動装
置
（千円）

部品
（千円）

産業機械
（千円）

その他
（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
1,958,330 5,884,598 8,704,204 2,122,265 83,583 18,752,982 － 18,752,982

②　セグメント間の内部売

上高又は振替高
－ － － － 167,426 167,426 (167,426) －

計 1,958,330 5,884,598 8,704,204 2,122,265 251,010 18,920,409 (167,426) 18,752,982

営業利益（又は営業損失） 31,713 131,550 260,793 184,821 20,089 628,968 (△1,166) 630,134

（注）　１．事業区分の方法

製品の種類、性質及び販売市場等の類似性を考慮して、「Ｍ／Ｔ事業」、「四輪駆動装置事業」、 「部品事

業」、「産業機械事業」、「その他事業」に区分しております。

２．各事業区分の主要製品

事業区分 主要製品

Ｍ／Ｔ ＳＵＶ車、商用車用トランスミッション

四輪駆動装置

４ＷＤ用トランスファー、フルタイム４ＷＤ用駆動力配分装置（ＡＸＣ）

トルク感応型カム式ＬＳＤ（ＳＵＲＥＴＲＡＣ）、ハイブリッド用ユニッ

ト

部品
オーバーランニングクラッチ、インプットシャフト、インナーレース、フ

ランジコンパニオン、ディスクブレーキ、ステアリング用部品

産業機械
農業機械用トランスミッション、建設機械用減速機、フォークリフト用ト

ランスミッション、工作機械

その他 物流容器の洗浄、工場内作業、製品等輸送

        ３．追加情報

（有形固定資産の耐用年数の変更）

「追加情報」に記載のとおり、平成20年度税制改正による減価償却制度の法定耐用年数及び資産区分の見直

しに伴い、当第１四半期連結会計期間より機械装置の耐用年数を短縮しております。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて営業利益は、Ｍ／Ｔ事業で12,761千円、四輪駆動装置事

業で34,078千円、部品事業で74,840千円、産業機械事業で9,574千円、それぞれ減少しております。
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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

（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 18,036,516 657,875 58,590 18,752,982 － 18,752,982

②　セグメント間の内部売上高

又は振替高
193,168 － 102,899 296,067 (296,067) －

計 18,229,684 657,875 161,489 19,049,049 (296,067) 18,752,982

営業利益 576,174 21,382 27,570 625,128 (△5,006) 630,134

（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々又は地域

(1)北米………アメリカ

 (2)アジア……インドネシア

      ３．追加情報

 （有形固定資産の耐用年数の変更）

「追加情報」に記載のとおり、平成20年度税制改正による減価償却制度の法定耐用年数及び資産区分の見直

しに伴い、当第１四半期連結会計期間より機械装置の耐用年数を短縮しております。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて日本の営業利益は、131,255千円減少しております。

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 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 1,895,244 76,594 1,971,839

Ⅱ　連結売上高（千円） － － 18,752,982

Ⅲ　海外売上高の連結売上高に占める割合

（％）
10.1 0.4 10.5

　（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．各区分に対する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

(1)北米………アメリカ

(2)その他の地域……インドネシア・韓国

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。
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「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 18,060,240

Ⅱ　売上原価 16,249,366

売上総利益 1,810,873

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,549,254

営業利益 261,619

Ⅳ　営業外収益 199,665

受取利息及び配当金 37,145

受取賃貸料 5,687

為替差益 4,169

その他 152,664

Ⅴ　営業外費用 21,713

支払利息 21,713

経常利益 439,572

Ⅵ　特別損失 22,275

固定資産除却損 22,275

税金等調整前四半期純利益 417,296

税金費用 150,043

少数株主利益 7,993

四半期純利益 259,259

－ 6 －



（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

 

税金等調整前四半期（当期）純利
益

417,296

減価償却費 931,821

賞与引当金の増減額（減少：△） 552,976

売上債権の増減額（増加：△） 1,111,224

仕入債務の増減額（減少：△） △126,656

その他 △227,725

小計 2,658,935

利息及び配当金の受取額 38,170

法人税等の支払額 △320,282

その他 △21,713

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

2,355,110

Ⅱ　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 △1,306,828

無形固定資産の取得による支出 △6,970

その他 △359

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

△1,314,158

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（減少：
△）

△2,045,288

長期借入金による収入 1,500,000

長期借入金の返済による支出 △152,486

親会社による配当金の支払額 △102,177

その他 △385

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

△800,337

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差
額

2,415

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 （減
少：△）

243,030

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 917,808

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 1,160,839
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（３）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前年同四半期（平成20年３月期第１四半期）

Ｍ／Ｔ
（千円）

四輪駆動　装
置

（千円）

部品
（千円）　

産機事業　
（千円）　

その他
（千円）

計
（千円）

消去又は　全
社

（千円）

連結
（千円）

売上高 1,653,256 6,280,704 8,454,964 1,579,743 91,570 18,060,240 － 18,060,240

営業費用 1,617,795 6,086,722 8,529,470 1,495,868 68,831 17,798,621 67 17,798,688

営業利益 35,461 193,982 △74,505 83,874 22,739 261,619 △67 261,552

ｂ．所在地別セグメント情報

前年同四半期（平成20年３月期第１四半期）

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 17,021,558 986,117 52,564 18,060,240 － 18,060,240

営業費用 16,813,623 970,373 13,573 17,798,621 △1,050 17,797,570

営業利益 207,934 15,744 38,990 261,619 1,050 262,669

ｃ．海外売上高

前年同四半期（平成20年３月期第１四半期）

 北米 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 1,836,668 109,277 1,945,946

Ⅱ　連結売上高（千円） － － 18,060,240

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
10.2 0.6 10.8

－ 8 －
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