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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第2四半期 24,657 ― 1,928 ― 1,953 ― 1,166 ―
20年3月期第2四半期 23,942 18.0 2,339 50.3 2,269 53.6 1,261 71.8

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2四半期 39.73 ―
20年3月期第2四半期 42.97 40.49

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2四半期 47,301 19,581 40.1 646.72
20年3月期 46,675 18,915 39.3 624.53

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  18,981百万円 20年3月期  18,332百万円

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  有   

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 ― 8.00 12.00
21年3月期 ― 6.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 4.00 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 45,000 △4.8 2,600 △41.3 2,500 △42.5 1,500 △50.2 51.10

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。  

(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、その他の特記事項 
（１）平成20年５月15日に公表いたしました連結業績予想のうち、通期について本資料において修正しております。 
 
（２）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、及び上記１に係る業績予
想の具体的修正内容は２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ください。 
 
（３）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。 
 なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条
第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  29,424,635株 20年3月期  29,424,635株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  73,495株 20年3月期  70,062株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  29,353,073株 20年3月期第2四半期  29,360,578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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、サブプライム住宅ローン問題に端を発した世界的な金融資

本市場の混乱や、原油および原材料価格の高騰、為替市場の変動による企業収益や個人消費の減少から、景気の

減速感が一段と高まってまいりました。 

 このような経済状況のもとで、当社グループはエンジンコンポーネント部門を中心とした積極的な受注活動の

結果、第２四半期連結累計期間における連結売上高は246億57百万円となりました。損益面におきましては、総

原価低減活動を始めとした合理化活動を行ってまいりましたが、原材料価格の高騰等の影響により、連結営業利

益は19億28百万円、連結経常利益は19億53百万円、連結四半期純利益は11億66百万円となりました。 
  
所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。 

 日本は売上高214億94百万円、営業利益19億75百万円、アジアは売上高47億60百万円、営業利益５億18百万

円、北米は売上高２億67百万円、営業損失33百万円となりました。   

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（１）資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前年度末比1.3％増の473億１百万円（前連結会計年度末は、466億

75百万円）となり６億25百万円増加いたしました。この主な要因は、前年度末に比べたな卸資産が４億円増加し

たことによるものであります。 

 負債については、前年度末比0.1％減の277億19百万円（前連結会計年度末は、277億60百万円）となり40百万

円減少いたしました。この主な要因は、前年度末に比べ設備支払手形が４億92百万円増加したことに借入金及び

社債の減少６億28百万円を加味したことによるものであります。 

 純資産については、前年度末比3.5％増の195億81百万円（前連結会計年度末は、189億15百万円）となり６億

66百万円増加いたしました。この主な要因は、四半期純利益計上等に伴う利益剰余金の増加（11億66百万円）に

配当金の支払い（２億34百万円）、並びに株価下落等の影響によりその他有価証券評価差額金の減少（１億66百

万円）を加味したことによるものであります。この結果、自己資本比率は前年度末39.3%から40.1%となりまし

た。 

（２）連結キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は８億81百万円となりま

した。なお、当四半期連結累計期間における連結キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 

（営業活動におけるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、20億78百万円となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益18億

95百万円と減価償却費12億17百万円、仕入債務の増加額４億98百万円に、たな卸資産の増加額４億41百万円、法

人税等の支払額７億51百万円を加味したことによるものであります。 

（投資活動におけるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果減少した資金は、13億92百万円となりました。この主な要因は、自動車部品等製造事業の設備投

資による有形固定資産の取得による支出13億10百万円によるものであります。 

（財務活動におけるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果減少した資金は、９億81百万円となりました。この主な要因は、長期借入金の約定弁済及び社債

償還を中心とした有利子負債（長期借入金、社債並びに短期借入金）が合計で５億95百万円減少したことと、配

当金の支払額２億37百万円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 

 下半期の見通しといたしましては、景気の先行き悪化懸念からの国内トラック市場における需要減少に加え、

従来トラック需要の下支えであった新興国市場におきましても、円高によるトラック価格の高騰等の影響によ

り、急速に需要の減少が進むものと考えております。 

 また、上半期で高騰した原材料価格の影響、円高、株価下落など、日本の景気を更に下振れさせる懸念材料も

多く、当社グループを取り巻く経営環境は益々厳しくなってきております。 

 このような厳しい環境のなか、当社グループは、新規製品の受注活動、総原価低減活動、海外拠点の拡充など

の施策を積極的に推し進め、業績向上への努力を続けてまいりますが、得意先の減産予測などを考慮した結果、

平成21年３月期の業績予想につきましては、売上高は450億円、営業利益は26億円、経常利益は25億円、当期純

利益は15億円へとそれぞれ下方修正いたします。 
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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．法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

  法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目及び税額控除項目を重要なものに限定する方

法によっております。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、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ので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタック

ス・プランニングを利用する方法によっております。 

  

（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 

・会計処理に関する事項の変更 

１．重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

たな卸資産 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、先入先出法による原価法によっておりました

が、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、先入先出法による原価法（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。 

 これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞ

れ65,976千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。  

２．「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 

 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。 

 なお、これによる損益に与える影響及びセグメント情報に与える影響は軽微であります。 

３．在外子会社等の資産又は負債等の本邦通貨への換算基準の変更 

 従来、在外子会社等の資産及び負債ならびに収益及び費用は決算日の直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び少数株主持分に含めて計上しておりましたが、第１四

半期連結会計期間より、在外子会社等の資産及び負債は在外子会社等の決算日の直物為替相場により、収益

及び費用は期中平均相場により円換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び少数株主持

分に含める方法に変更しております。 

 この変更は、近時の為替市場の動向を勘案し、為替相場の短期的な変動によって四半期決算と年度決算の

整合性が損なわれるリスクを回避するためにおこなったものであり、かつ、収益及び費用の各項目が連結会

計年度を通じて発生する在外子会社等の業績を、より正確に連結財務諸表に反映させるためのものでありま

す。 

 これにより、従来の方法によった場合に比べて当第２四半期連結累計期間の売上高、営業利益、経常利

益、税金等調整前四半期純利益はそれぞれ140,196千円、19,844千円、18,104千円、18,101千円増加しており

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。 

・追加情報 

１．有形固定資産の耐用年数の変更 

 当社及び国内連結子会社の機械装置については、従来、耐用年数を２～11年としておりましたが、第１四

半期連結会計期間より２～９年に変更しました。 

 この変更は、法人税法改正を契機として、経済的耐用年数を見直したことによるものであります。 

 これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞ

れ50,595千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２四半期連結会計期間末 
(平成20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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 881,390 1,223,320 

受取手形及び売掛金 11,704,433 11,485,333 

商品及び製品 1,261,402 997,536 

仕掛品 1,112,852 1,076,721 

原材料及び貯蔵品 1,284,512 1,184,508 

繰延税金資産 417,596 474,365 

その他 350,734 364,863 

貸倒引当金 △26,748 △24,946 

流動資産合計 16,986,173 16,781,703 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 16,328,085 16,271,733 

減価償却累計額 △6,117,224 △5,819,687 

建物及び構築物（純額） 10,210,860 10,452,045 

機械装置及び運搬具 22,244,787 21,524,025 

減価償却累計額 △15,736,947 △15,352,548 

機械装置及び運搬具（純額） 6,507,840 6,171,476 

土地 9,945,221 9,953,681 

建設仮勘定 786,842 447,237 

その他 7,168,041 7,067,576 

減価償却累計額 △6,122,551 △5,934,600 

その他（純額） 1,045,489 1,132,975 

有形固定資産合計 28,496,254 28,157,417 

無形固定資産   

ソフトウエア 17,996 12,098 

その他 79,349 82,416 

無形固定資産合計 97,345 94,514 

投資その他の資産   

投資有価証券 656,749 707,421 

出資金 228,716 228,716 

繰延税金資産 646,761 481,626 

その他 238,585 245,911 

貸倒引当金 △16,612 △16,611 

投資損失引当金 △32,588 △4,772 

投資その他の資産合計 1,721,613 1,642,292 

固定資産合計 30,315,213 29,894,223 

資産合計 47,301,387 46,675,927 

2008/11/06 16:43:19

- 1 -



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20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20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,336,506 7,902,762 

短期借入金 3,243,224 2,934,232 

1年内償還予定の社債 940,000 940,000 

未払法人税等 843,489 935,965 

賞与引当金 666,321 671,202 

役員賞与引当金 25,000 100,000 

設備関係支払手形 935,812 442,998 

その他 1,261,716 1,555,075 

流動負債合計 16,252,070 15,482,237 

固定負債   

社債 70,000 540,000 

長期借入金 1,989,448 2,456,752 

繰延税金負債 17,358 － 

再評価に係る繰延税金負債 3,060,995 3,060,995 

退職給付引当金 2,390,429 2,323,118 

長期前受金 558,044 571,278 

長期預り保証金 1,866,902 1,845,502 

長期預り敷金 1,344,000 1,344,000 

その他 170,442 136,449 

固定負債合計 11,467,621 12,278,097 

負債合計 27,719,691 27,760,334 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,617,309 4,617,309 

資本剰余金 250,222 250,149 

利益剰余金 9,586,995 8,662,765 

自己株式 △27,048 △25,543 

株主資本合計 14,427,479 13,504,680 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △28,248 138,412 

繰延ヘッジ損益 △14,435 △19,251 

土地再評価差額金 4,645,721 4,645,721 

為替換算調整勘定 △48,594 63,187 

評価・換算差額等合計 4,554,443 4,828,070 

少数株主持分 599,772 582,841 

純資産合計 19,581,695 18,915,592 

負債純資産合計 47,301,387 46,675,927 
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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）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 24,657,367 

売上原価 21,041,624 

売上総利益 3,615,742 

販売費及び一般管理費 1,687,714 

営業利益 1,928,028 

営業外収益  

受取利息 972 

受取配当金 6,418 

作業屑売却益 127,623 

固定資産賃貸料 5,249 

その他 47,050 

営業外収益合計 187,314 

営業外費用  

支払利息 107,199 

為替差損 48,939 

その他 6,158 

営業外費用合計 162,297 

経常利益 1,953,045 

特別利益  

固定資産売却益 592 

特別利益合計 592 

特別損失  

固定資産売却損 1,062 

固定資産廃棄損 9,786 

投資有価証券評価損 19,948 

投資損失引当金繰入額 27,816 

特別損失合計 58,613 

税金等調整前四半期純利益 1,895,023 

法人税、住民税及び事業税 637,009 

法人税等調整額 26,979 

法人税等合計 663,989 

少数株主利益 64,712 

四半期純利益 1,166,321 
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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）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20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 1,895,023 

減価償却費 1,217,181 

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,731 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △75,000 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 51,904 

受取利息及び受取配当金 △7,391 

支払利息 107,199 

固定資産売却損益（△は益） 470 

固定資産廃棄損 9,786 

売上債権の増減額（△は増加） △313,498 

たな卸資産の増減額（△は増加） △441,553 

仕入債務の増減額（△は減少） 498,524 

未収消費税等の増減額（△は増加） 1,089 

未払消費税等の増減額（△は減少） △129,765 

未払金の増減額（△は減少） 86,300 

その他 13,785 

小計 2,911,327 

利息及び配当金の受取額 7,373 

利息の支払額 △89,014 

法人税等の支払額 △751,236 

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,078,451 

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 △1,310,564 

有形固定資産の売却による収入 145,218 

無形固定資産の取得による支出 △3,289 

投資有価証券の取得による支出 △247,629 

貸付けによる支出 △100 

貸付金の回収による収入 330 

その他 23,774 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,392,260 

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 3,030,000 

短期借入金の返済による支出 △2,428,000 

長期借入れによる収入 262,250 

長期借入金の返済による支出 △989,461 

社債の償還による支出 △470,000 

配当金の支払額 △237,957 

その他 △148,619 

財務活動によるキャッシュ・フロー △981,787 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △14,936 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △310,533 

現金及び現金同等物の期首残高 1,191,924 

現金及び現金同等物の四半期末残高 881,390 
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 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。 

 なお、当第２四半期連結会計期間より、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する

内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財

務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

（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  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

当第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間

（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

 自動車部品等製造事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額

の合計額に占める割合がいずれも90％超であり、かつ、セグメント別の資産についても前連結会計年度末に

比べて著しい変動がないため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。  
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〔所在地別セグメント情報〕 

当第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

 （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 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

アジア：タイ国・中国 

北米：米国 

３ 会計処理の方法の変更 

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 「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」１．（1）に記載のとおり、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）を

適用しております。これにより、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益

が、「日本」で 千円減少しております。 

 （在外子会社等の資産又は負債の本邦通貨への換算基準） 

 「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」１．（3）に記載のとおり、第１四

半期連結会計期間より、在外子会社等の資産及び負債は在外子会社等の決算日の直物為替相場により、収益

及び費用は期中平均相場により円換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び少数株主持

分に含める方法に変更しております。これにより、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累

計期間の外部顧客に対する売上高は「アジア」で 千円、「北米」で 千円それぞれ増加し、営業利

益は「アジア」で 千円増加し、「北米」においては営業損失が 千円減少しております。 

４ 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、当社及び国内連結子会社は、法人税法改正を契機として、経済的耐用年数

を見直したことにより、機械装置については、従来、耐用年数を２～11年としておりましたが、第１四半期

連結会計期間より２～９年に変更しております。 

 これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益は、「日本」で 千円減少しております。 

  

  
日本 

 （千円） 
アジア 
（千円） 

北米 
（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  10,970,680  1,661,385  3,820  12,635,885     ―  12,635,885

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 115,258  726,963  145,393  987,615  (987,615)     ― 

計  11,085,939  2,388,348  149,213  13,623,501  (987,615)  12,635,885

営業利益又は営業損失（△）  1,045,158  257,980  △23,771  1,279,366  (282,699)  996,666

  
日本 

 （千円） 
アジア 
（千円） 

北米 
（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  21,286,319  3,363,164  7,883  24,657,367     ―  24,657,367

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 208,458  1,397,559  259,184  1,865,203  (1,865,203)     ― 

計  21,494,778  4,760,724  267,068  26,522,570  (1,865,203)  24,657,367

営業利益又は営業損失（△）  1,975,755  518,528  △33,832  2,460,452  (532,424)  1,928,028

65,976

139,491 704

17,573 2,270

50,595
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〔海外売上高〕  

当第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

 （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 各区分に属する主な国又は地域 

北米   ：米国 

アジア  ：タイ国・中国 

ヨーロッパ：ベルギー 

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 会計処理の方法の変更 

 （在外子会社等の資産又は負債の本邦通貨への換算基準） 

 「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」１．（3）に記載のとおり、第１四

半期連結会計期間より、在外子会社等の資産及び負債は在外子会社等の決算日の直物為替相場により、収益

及び費用は期中平均相場により円換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び少数株主持

分に含める方法に変更しております。これにより、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累

計期間の売上高は「北米」で 千円、「アジア」で 千円それぞれ増加しております。 

  

  

  北米 アジア ヨーロッパ 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  311,909  1,856,614  10,770  2,179,294

Ⅱ 連結売上高（千円）        12,635,885

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 2.4  14.7  0.1  17.2

  北米 アジア ヨーロッパ 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  565,509  3,674,769  22,599  4,262,879

Ⅱ 連結売上高（千円）        24,657,367

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 2.3  14.9  0.1  17.3

704 139,491

（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」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

  

  
前中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高        23,942,482  100.0

Ⅱ 売上原価        19,986,061  83.5

売上総利益        3,956,421  16.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費        1,616,787  6.7

営業利益        2,339,634  9.8

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取利息  1,038            

２．受取配当金  15,501            

３．作業屑売却益  56,893            

４．固定資産賃貸料  9,570            

５．その他  26,575  109,578  0.5

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  141,572            

２．その他  37,958  179,531  0.8

経常利益        2,269,680  9.5

Ⅵ 特別利益                  

１．関係会社投資損失引当金戻入額  8,698            

２．貸倒引当金戻入  3,034            

３．固定資産売却益  1,531  13,263  0.1

Ⅶ 特別損失                  

１．固定資産売却・廃却損  12,608            

２．製品補償損失  310,775  323,383  1.4

税金等調整前中間純利益        1,959,560  8.2

法人税、住民税及び事業税  623,970            

法人税等調整額  23,908  647,878  2.7

少数株主利益        50,037  0.2

中間純利益        1,261,644  5.3
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（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  

  
前中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間純利益  1,959,560

減価償却費  1,166,363

賞与引当金の増減（△）額   △39,751

役員賞与引当金の増減（△）額  △10,300

退職給付引当金の増減（△）額   54,762

受取利息及び配当金   △16,539

支払利息   141,572

固定資産売却益   △1,531

固定資産売却・廃却損   12,608

売上債権の増（△）減額   △1,083,818

たな卸資産の増（△）減額   △242,643

仕入債務の増減（△）額   907,243

未払消費税の増減（△）額   67,876

未払金の増減（△）額  136,931

 その他  91,292

小計  3,143,626

利息及び配当金の受取額   16,585

利息の支払額   △124,017

法人税等の支払額   △1,054,581

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,981,343
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前中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円） 

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   △2,199,788

有形固定資産の売却による収入  7,942

投資有価証券の取得による支出  △138,327

投資有価証券の売却による収入  216,000

その他   △12,728

投資活動によるキャッシュ・フロー  △2,126,902

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

短期借入による収入   4,030,000

短期借入金の返済による支出   △3,352,000

長期借入による収入   1,800,000

長期借入金の返済による支出  △819,581

社債償還による支出   △470,000

転換社債型新株予約権付社債の繰上償還
による支出  

 △1,515,000

配当金の支払額   △232,683

その他   89,720

財務活動によるキャッシュ・フロー  △469,544

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  19,140

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減（△）額  △595,963

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,599,386

Ⅶ 連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物
の増加額 

 350,304

Ⅷ 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金
同等物の増加額 

 41,983

Ⅸ 現金及び現金同等物の中間期末残高  1,395,710
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