
平成21年3月期 第3四半期決算短信 

平成21年1月27日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 田中精密工業株式会社 上場取引所 JQ 
コード番号 7218 URL http://www.tanasei.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 岩井逸雄

問合せ先責任者 （役職名） 総務部部長 （氏名） 高島健次 TEL 076-451-7651

四半期報告書提出予定日 平成21年2月10日

1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 30,430 ― △90 ― △52 ― △41 ―

20年3月期第3四半期 35,805 △2.5 2,481 3.0 2,545 1.9 1,265 1.6

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3四半期 △4.22 ―

20年3月期第3四半期 129.65 ―

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3四半期 41,002 20,862 44.0 1,850.09
20年3月期 46,273 22,572 42.1 1,994.74

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  18,058百万円 20年3月期  19,470百万円

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 ― 8.00 ― 8.00 16.00
21年3月期 ― 8.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 8.00 16.00

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  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 35,490 △21.6 △2,030 ― △2,050 ― △1,250 ― △128.06

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・財務情報等】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・財務情報等】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、その他特記事項 
１．平成20年７月22日公表の業績予想は、平成21年１月23日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」において修正しておりますのでご参照ください。 
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、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に与える不確実な要因に係る本資料
発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく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【定性的情報・財務情報等】３．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3四半期  9,763,600株 20年3月期  9,763,600株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  2,574株 20年3月期  2,574株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  9,761,026株 20年3月期第3四半期  9,761,100株
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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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、原油・原材料価格の高騰に始まり、９月以降の米国金融危

機に端を発した世界経済の悪化により、急激な円高・株安が進むなか未曾有の厳しい状況となりました。

　主要取引先であります自動車業界では、アジア市場を中心とした需要の増加や、環境性能に優れた日本車の市

場ニーズ拡大などありましたものの、世界経済の悪化による需要の急激な落ち込みが顕著となった年後半は、大

幅な減産を余儀なくされました。

　このような状況にあって当社グループは、日本での主力製品４輪エンジン部品ロッカーアームの新規立上げ機

種の量産安定化や、米国での新機種ロッカーアームの立上げ、タイ国における４輪部品事業拡大など展開してま

いりましたが、年後半は急激な減産下での要員の再配置や非正規社員の契約更新停止等による労務費の縮減や製

造拠点毎の一斉休業による操業費圧縮等を実施し、日・米・タイ３極において改善原資の創出と経費削減に努め

てまいりました。

　当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高につきましては、ロッカーアーム新規立上げ機種における増加は

ありましたものの、既存ロッカーアームを始め主力製品において軒並み減少し、また、急激な円高に伴う為替換

算の減収影響により、30,430百万円（前年同期比15.0％減）となり、損益につきましては、減収影響や新規立上

げに伴う減価償却費等のイニシャルコストの増加、新たな会計基準（棚卸資産の評価に関する会計基準）の適用

や法人税法改正に伴う耐用年数の変更により、営業損失は90百万円（前年同期は2,481百万円の営業利益）、経常

損失は52百万円（前年同期は2,545百万円の経常利益）、四半期純損失は41百万円（前年同期は1,265百万円の四

半期純利益）となりました。

　事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

①自動車部品製造事業

　自動車部品製造事業では、売上高につきましては、ロッカーアーム新規立上げ機種における増加はありました

ものの、既存ロッカーアームを始め主力製品において軒並み減少し、また、急激な円高に伴う為替換算の減収影

響により、27,761百万円（前年同期比16.1％減）となり、損益につきましては、大幅な減収影響や新規立上げに

伴う減価償却費等のイニシャルコストの増加、会計基準の変更や法人税法改正に伴う影響により144百万円の営業

損失（前年同期は2,433百万円の営業利益）となりました。

②自動車販売事業

　自動車販売事業では、新車販売台数では既存車種の減少はありましたが、小型車の新型車効果により1,407台

（前年同期比5.2％増）となりました。売上高につきましては、大型車販売の減少の影響により2,669百万円（前

年同期比2.0％減）となりましたが、利益につきましては、経費節減を強力に推進した結果、営業利益は43百万円

（前年同期比14.9％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

　日本では、売上高につきましては、一部アセアン向け２輪部品における増加はありましたものの、主力製品に

おいて軒並み減少し、20,684百万円（前年同期比11.4％減）となりました。損益につきましては、減収影響や新

規立上げに伴う減価償却費等のイニシャルコストの増加、会計基準の変更や法人税法改正に伴う影響により839百

万円の営業損失（前年同期は1,201百万円の営業利益）となりました。

②米国

　米国では、売上高につきましては、自動車販売の低迷や円高による為替換算上の減収影響に加え、モデルチェ

ンジに伴う既存ロッカーアームの生産終了や素材変更による新規立上げの遅れが重なり6,238百万円（前年同期比

30.1％減）となり、営業利益は120百万円（前年同期比80.1％減）となりました。

③タイ国

　タイ国では、堅調な２輪部品や新規事業のアルミロッカーアームの増加により、現地通貨では増収増益となり

ましたものの、円高による為替換算影響により売上高は3,508百万円（前年同期比0.4％減）、営業利益は387百万

円（前年同期比9.7％減）となりました。

　「連結経営成績に関する定性的情報」における前年同四半期増減率及び前年同四半期の金額につきましては、

参考として記載しております。
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２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第３四半期末における総資産は、有形固定資産や現金及び預金、その他資産等の減少により、前連結会計年

度末に比べ5,270百万円減少し、41,002百万円となりました。

　また、負債につきましては、有利子負債の増加はありましたが、支払手形及び買掛金等の減少により、前連結

会計年度末に比べ3,560百万円減少し、20,140百万円となりました。

　純資産は、為替換算調整勘定や利益剰余金等の減少により、前連結会計年度末に比べ1,709百万円減少し、20,862

百万円となりました。

　当第３四半期連結累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209百万円となりました。主な内訳は、税金等調整前四半期純損失74百万円、減

価償却費3,274百万円、売掛債権の減少343百万円、仕入債務の減少2,858百万円であります。

（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4,094百万円となりました。主な内訳は、有形固定資産取得による支出4,840百

万円であります。

（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2,383百万円となりました。主な内訳は、短期借入金の純増額205百万円、長期

借入による収入2,548百万円であります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　平成21年３月期通期連結業績予想につきましては、米国金融危機に端を発した世界経済の悪化により、各国で

自動車市場が急速に縮小しており、当社においても大幅な減収が見込まれ、また、急激に進行する円高により想

定為替レートを変更（1ドル105円から90円、1バーツ3.18円から2.60円）したことにより、海外子会社の業績を邦

貨換算する際、為替換算の減収影響を受け、前回予想との差異が見込まれます。急激な減産下での諸経費圧縮を

図っておりますが、上記減収による影響により、前回予想を下回る予想となりました。

　この状況を受けて、売上高を35,490百万円（前回予想比19.1％減）、営業損失を2,030百万円（前回予想は380

百万円の営業利益）、経常損失を2,050百万円（前回予想は470百万円の経常利益）、当期純損失を1,250百万円

（前回予想は370百万円の当期純利益）とそれぞれ修正いたします。

・配当予想について

　配当予想につきましては、現時点で期末配当８円としておりますが、連結及び個別ともに当期純損失となる見

込みであること並びに経営環境の先行きが依然不透明であることにより、減配の方向で慎重に見極めた上でご提

案させていただきます。

・役員報酬等について

　当期の業績予想を真摯に受け止め、役員報酬の減額の実施および実施の決定をしており、また、監査役より監

査役報酬の自主返上の申し入れがありましたので併せてお知らせいたします。

　①取締役報酬減額の内容

　　対象期間　平成20年10月から12月　代表取締役：月額報酬の10％を減額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　取締役　　：月額報酬の５％を減額

　　対象期間　平成21年１月から　　　代表取締役：月額報酬の15％を減額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　取締役　　：月額報酬の10％を減額

　②監査役報酬自主返上の内容

　　対象期間　平成21年１月から　　　監査役　　：月額報酬の10％を減額

　③役員賞与について

　　第58期（平成21年3月期）役員賞与は、今期の業績に合わせて減額を検討してまいります。

・業績予想に関する事項につきましては、平成21年１月23日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参

　照ください。
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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棚卸資産の評価方法

　当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期連結会計期間末の

実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。

　また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積も

り、簿価切下げを行う方法によっております。

②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

　四半期会計期間に係る法人税等については、四半期会計期間を含む年度の税金等調整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もり、税金等調整前四半期純利益（累計期間）に当該見積実効税

率を乗じて計算する方法によっております。

　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　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。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益は127百万円減少し、

営業損失は127百万円増加し、経常損失は127百万円増加し、税金等調整前四半期純損失が131百万円増加してお

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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 1,591,847 3,263,572

受取手形及び売掛金 4,561,329 5,103,192

有価証券 71,732 71,661

商品 210,622 261,777

製品 946,709 1,143,261

原材料 1,245,973 1,331,663

仕掛品 1,273,197 1,444,511

貯蔵品 1,129,346 956,081

その他 1,398,213 1,467,771

貸倒引当金 △3,964 △3,199

流動資産合計 12,425,008 15,040,293

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,721,148 5,278,571

機械装置及び運搬具（純額） 16,462,319 12,726,966

土地 2,582,340 2,503,375

その他（純額） 1,286,990 7,621,127

有形固定資産合計 26,052,798 28,130,040

無形固定資産   

その他 100,655 94,015

無形固定資産合計 100,655 94,015

投資その他の資産   

投資有価証券 1,651,381 2,424,381

その他 802,127 613,863

貸倒引当金 △29,536 △29,536

投資その他の資産合計 2,423,971 3,008,708

固定資産合計 28,577,426 31,232,764

資産合計 41,002,434 46,273,058
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 2,440,050 6,501,885

短期借入金 5,957,931 6,113,528

未払法人税等 41,253 291,910

引当金 35,550 47,400

その他 4,630,256 6,273,550

流動負債合計 13,105,042 19,228,275

固定負債   

長期借入金 4,430,000 2,094,152

退職給付引当金 1,696,731 1,345,975

その他の引当金 219,625 208,460

その他 688,811 824,065

固定負債合計 7,035,168 4,472,652

負債合計 20,140,211 23,700,927

純資産の部   

株主資本   

資本金 500,190 500,190

資本剰余金 324,233 324,233

利益剰余金 17,332,782 17,530,107

自己株式 △2,478 △2,478

株主資本合計 18,154,727 18,352,053

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 328,511 816,063

為替換算調整勘定 △424,454 302,593

評価・換算差額等合計 △95,943 1,118,656

少数株主持分 2,803,439 3,101,420

純資産合計 20,862,223 22,572,130

負債純資産合計 41,002,434 46,273,058
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 30,430,756

売上原価 27,463,741

売上総利益 2,967,015

販売費及び一般管理費 3,057,475

営業損失（△） △90,459

営業外収益  

受取利息 6,884

受取配当金 43,472

スクラップ収入 138,752

その他 40,950

営業外収益合計 230,060

営業外費用  

支払利息 182,280

その他 9,341

営業外費用合計 191,622

経常損失（△） △52,021

特別利益  

固定資産売却益 3,918

特別利益合計 3,918

特別損失  

固定資産除却損 16,161

たな卸資産評価損 3,979

投資有価証券評価損 6,058

役員退職慰労金 500

特別損失合計 26,699

税金等調整前四半期純損失（△） △74,802

法人税等 △192,886

少数株主利益 159,233

四半期純損失（△） △41,148
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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損失（△） △74,802

減価償却費 3,274,459

貸倒引当金の増減額（△は減少） 764

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △11,850

退職給付引当金の増減額（△は減少） 350,756

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 11,165

受取利息及び受取配当金 △50,357

支払利息 182,280

有形固定資産売却益 △3,918

有形固定資産除却損 16,161

投資有価証券評価損益（△は益） 6,058

役員退職慰労金 500

その他営業外収益 △179,702

その他営業外費用 9,341

売上債権の増減額（△は増加） 343,452

たな卸資産の増減額（△は増加） 72,151

仕入債務の増減額（△は減少） △2,858,581

その他の流動資産の増減額（△は増加） 269,981

その他の流動負債の増減額（△は減少） △771,074

たな卸資産評価損 3,979

その他 3,056

小計 593,822

利息及び配当金の受取額 50,943

利息の支払額 △174,698

その他営業外収益受取額 181,197

その他営業外費用支払額 △8,234

役員退職慰労金の支払額 △500

法人税等の支払額 △433,065

営業活動によるキャッシュ・フロー 209,464

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の取得による支出 △20,298

有価証券の売却による収入 20,316

有形固定資産の取得による支出 △4,840,560

有形固定資産の売却による収入 688,750

補償金による収入 14,223

投資有価証券・関係会社株式の取得による支出 △39,854

定期預金の預入による支出 △41,800

定期預金の払戻による収入 80,000

無形固定資産・その他投資取得による支出 △22,709

その他投資売却による収入 67,323

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,094,609
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（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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） 205,952

長期借入れによる収入 2,548,840

長期借入金の返済による支出 △149,378

キャピタルリース負債返済による支出 △40,516

配当金の支払額 △156,023

少数株主への配当金の支払額 △25,596

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,383,278

現金及び現金同等物に係る換算差額 △130,923

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,632,789

現金及び現金同等物の期首残高 3,110,850

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,478,061
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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。 

（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３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 （注）１．事業区分は、製品及び販売市場等の類似性に基づいております。 

２．各区分の主要な製品 

(1）自動車部品製造事業…自動車４輪及び２輪のエンジン部品、ミッション部品、シャーシ部品 

(2）自動車販売事業………自動車４輪新車及び中古車 

３．営業費用は全て、各セグメントに賦課しており、配賦不能営業費用はありません。 

４．会計処理方法の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 当社及び国内連結子会社は、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。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ

て、当第３四半期連結累計期間の営業損失が、「自動車部品製造事業」で127,750千円増加しております。 

５．追加情報 

（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は、従来、機械及び装置の耐用年数を４～10年としておりましたが、法人税法の

改正に伴い、第１四半期連結会計期間より４～９年に変更しました。この変更に伴い、従来の方法によった

場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業損失が、「自動車部品製造事業」で146,486千円増加して

おります。 

〔所在地別セグメント情報〕 

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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。 

 
自動車部品製
造事業 
（千円） 

自動車販売事
業 
（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 27,761,001 2,669,755 30,430,756 － 30,430,756 

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高 
－ 9,378 9,378 (9,378) － 

計 27,761,001 2,679,134 30,440,135 (9,378) 30,430,756 

営業利益又は営業損失（△） △144,323 43,261 △101,062 10,602 △90,459 

 
日本

（千円） 
米国

（千円） 
タイ国
（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 20,684,169 6,238,578 3,508,007 30,430,756 － 30,430,756 

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高 
－ － 133 133 (133) － 

計 20,684,169 6,238,578 3,508,141 30,430,890 (133) 30,430,756 

営業利益又は営業損失（△） △839,935 120,502 387,376 △332,057 241,597 △90,459 
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    ２．営業費用は全て、各セグメントに賦課しており、配賦不能営業費用はありません。 

３．会計処理方法の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 当社及び国内連結子会社は、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。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ

て、当第３四半期連結累計期間における「日本」の営業損失が、127,750千円増加しております。 

４．追加情報 

（有形固定資産の耐用年数の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、従来、機械及び装置の耐用年数を４～10年としておりましたが、法人税法の

改正に伴い、第１四半期連結会計期間より４～９年に変更しました。この変更に伴い、従来の方法によった

場合に比べて、当第３四半期連結累計期間における「日本」の営業損失が、146,486千円増加しておりま

す。 

〔海外売上高〕 

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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．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。 

  米国 タイ国 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 6,238,578 3,508,007 9,746,586 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － 30,430,756 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
20.5 11.5 32.0 
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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３四半期連結累計期間） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高 35,805,694 

Ⅱ 売上原価 30,103,409 

売上総利益 5,702,285 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,220,719 

営業利益 2,481,565 

Ⅳ 営業外収益 224,299 

１．受取利息  15,361 

２．受取配当金  39,989 

３．スクラップ収入  130,481 

４．その他  38,467 

Ⅴ 営業外費用 160,705 

１．支払利息  139,068 

２．その他  21,637 

経常利益 2,545,160 

Ⅵ 特別利益 2,229 

１．固定資産売却益  2,229 

Ⅶ 特別損失 33,039 

１．固定資産売却損  6,244 

２．固定資産除却損  26,794 

税金等調整前四半期純利益 2,514,350 

法人税等 968,623 

少数株主利益 280,200 

四半期純利益 1,265,526 
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（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３四半期連結累計期間） 

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純利
益  2,514,350 

減価償却費  2,391,765 

貸倒引当金の増（減）額  4,249 

賞与引当金の増（減）額  △698,100 

役員賞与引当金の増
（減）額  

△10,750 

退職給付引当金の増
（減）額  179,161 

役員退職給与引当金の増
（減）額  15,075 

受取利息及び受取配当金  △55,350 

支払利息  139,068 

有形固定資産売却益  △2,229 

有形固定資産売却損  6,244 

有形固定資産除却損  26,794 

その他営業外収益  △168,949 

その他営業外費用  12,549 

売上債権増（減）額  △1,073,748 

たな卸資産増（減）額  112,281 

仕入債務増（減）額  △981,765 

その他流動資産増（減）
額  122,010 

その他流動負債増（減）
額  479,936 

その他  △48,382 

小計 2,964,212 

利息及び配当金の受取額  54,153 

利息の支払額  △81,324 

その他営業外収益受取額  167,219 

その他営業外費用支払額  △12,695 

法人税等支払額  △957,300 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 2,134,264 

 

-4-



 
前年同四半期 

（平成20年３月期 
第３四半期連結累計期間） 

区分 金額（千円） 

Ⅱ 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  

△51,800 

定期預金の払戻による収
入  10,000 

有価証券の取得による支
出  

△20,226 

有価証券の売却による収
入  20,228 

有形固定資産の取得によ
る支出  

△4,480,820 

有形固定資産の売却によ
る収入  4,659 

投資有価証券・関係会社
株式取得による支出  

△50,049 

無形固定資産及びその他
投資取得による支出  

△53,499 

その他投資売却による収
入  

64,428 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△4,557,081 

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  2,185,239 

短期借入金の返済による
支出  

△680,600 

長期借入金の返済による
支出  

△227,018 

キャピタルリース負債返
済による支出  

△40,879 

配当金の支払による支出  △146,386 

少数株主への配当金の支
払による支出  

△29,727 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 1,060,628 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係
る換算差額 

20,049 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増
加額（又は減少額） 

△1,342,138 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期
首残高 2,909,623 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期
末残高 1,567,485 
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（３）セグメント情報 

〔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３四半期連結累計期間） 

〔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３四半期連結累計期間） 

〔海外売上高〕 

前年同四半期（平成20年３月期第３四半期連結累計期間） 

 
自動車部品製
造事業 
（千円） 

自動車販売事
業 
（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 33,080,640 2,725,053 35,805,694 － 35,805,694 

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高 
－ 9,234 9,234 (9,234) － 

計 33,080,640 2,734,288 35,814,929 (9,234) 35,805,694 

営業利益 2,433,373 37,666 2,471,039 10,526 2,481,565 

 
日本

（千円） 
米国

（千円） 
タイ国
（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 23,353,936 8,930,029 3,521,727 35,805,694 － 35,805,694 

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高 
－ － － － － － 

計 23,353,936 8,930,029 3,521,727 35,805,694 － 35,805,694 

営業利益 1,201,173 606,949 428,805 2,236,928 244,637 2,481,565 

  米国 タイ国 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 8,930,029 3,521,727 12,451,757 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － 35,805,694 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
24.9 9.9 34.8 
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