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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 38,024 ― 533 ― 6 ― △1,153 ―

20年3月期第3四半期 38,606 9.1 1,548 △8.8 1,160 △16.9 509 △31.3

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 △14.05 △14.02

20年3月期第3四半期 6.18 ―

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 68,678 21,099 28.1 234.93
20年3月期 74,245 25,171 31.4 284.52

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  19,281百万円 20年3月期  23,354百万円

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 ― ― ― 5.00 5.00
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 0.00 0.00

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 △13.3 △900 ― △1,900 ― △4,600 ― △56.04

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  無  

(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、その他特記事項 
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」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
２．上記に記載した業績予想値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の変化等に
より上記の予想数値と異なる場合があります。  

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3四半期  83,741,579株 20年3月期  83,741,579株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  1,668,860株 20年3月期  1,658,572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  82,077,860株 20年3月期第3四半期  82,089,846株

‐ 1 ‐



当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国に端を発した世界的な金融市場の混乱の影響か

ら急速に景気の後退局面に入りました。 

 当グループが関連する自動車業界でも、自動車販売不振により当年度後半から急激な減産へと転じまし

た。 

 このような環境において当グループの業績としては、連結売上高は380億24百万円と前年同期比1.5％の

減少となりました。 

 損益面におきましては、合理化などに取り組みましたが、減産や原材料費の高騰などの影響により、経

常利益は６百万円と前年同期比99.5％の減少となりました。また、特別損失として投資有価証券評価損を

計上したことにより四半期純損失は11億53百万円となりました。 

なお、事業の種類別セグメントの業績を示すと次のとおりであります。 
  

自動車関連製品事業は、上半期好調だった自動車生産や新規受注の獲得により、売上高は336億53百

万円と前年同期比0.3％の減少の前年並みとなりました。営業利益は原材料の高騰などの影響を受け２

億83百万円と前年同期比75.7％の減少となりました。 

舶用関連製品事業は、引き続き堅調な受注に支えられ、売上高は17億75百万円と前年同期比0.5％の

増加となりました。営業利益は１億67百万円と前年同期比33.2％の減少となりました。 

その他の製品事業は、製品の見直し等により、売上高は25億94百万円と前年同期比16.1％の減少とな

りました。営業利益は82百万円と前年同期比37.2％の減少となりました。 
  

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ、55億66百万円減少し、686

億78百万円となりました。これは主に株価の下落に伴う「投資有価証券」の減少26億84百万円、「有形固

定資産」の減少13億87百万円及び「受取手形及び売掛金」の減少16億1百万円等によるものであります。 

 負債については、前連結会計年度末に比べ、14億94百万円減少し、475億79百万円となりました。これ

は主に「繰延税金負債」の減少９億82百万円及び「支払手形及び買掛金」の減少６億86百万円等によるも

のであります。 

 純資産については、前連結会計年度末に比べ、40億71百万円減少し、210億99百万円となりました。こ

れは主に「利益剰余金」の減少15億63百万円、株価の下落に伴う「その他有価証券評価差額金」の減少13

億31百万円及び円高に伴う「為替換算調整勘定」の減少11億18百万円等によるものであります。 
  

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ、１億71

百万円減少し、38億62百万円となりました。 

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。 
  

営業活動の結果により得られた資金は、30億46百万円（前年同期比32.2％減）となりました。これは

主に税金等調整前四半期純損失が４億47百万円となり、減価償却費が37億46百万円となったことによる

ものであります。 

投資活動に使用した資金は、35億88百万円（前年同期比40.8％減）となりました。これは主に有形固

定資産の取得によるものであります。 

【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

①自動車関連製品事業

②舶用関連製品事業

③その他の製品事業

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(キャッシュ・フローの状況)

(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)
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財務活動により増加した資金は、６億70百万円（前年同期比76.8％減）となりました。これは主に短

期借入金13億70百万円の増加、長期借入金20億円及びセール・アンド・リースバックによる８億77百万

円の調達、長期借入金18億78百万円の返済、私募債償還12億円及び配当金４億７百万円の支払によるも

のであります。 
  
(注)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、「四半期財務諸表規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。そのため、前年同四半期増減率(前年同四半期増減額)は参考として記載してお

ります。 
  

米国に端を発した金融危機が、世界の実体経済に影響を及ぼし、各国の自動車市場の急速な縮小によ

り、第４四半期の受注状況は厳しいものとなっております。当グループといたしましては、拡販対策や総

費用の低減等の諸施策を鋭意推進しておりますが、前回の連結業績予想を下回る見込みであります。 

 この状況を受けて、売上高を450億円(前回予想比13.5％減)、営業損失を９億円(前回予想18億円の営業

利益)、経常損失を19億円(前回予想12億円の経常利益)、また投資有価証券評価損４億53百万円や固定資

産の減損損失12億円などにより当期純損失を46億円(前回予想４億20百万円の当期純利益)にそれぞれ修正

いたします。 
    

該当事項はございません。 
  

該当事項はございません。 
  

「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)を第１四半期連結会計期間から適用しております。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。 

「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第９号)を第１四半期連結会計期間から適用し、

評価基準については、移動平均法による原価法から移動平均法による原価法(収益性の低下による簿価

切下げの方法)に変更しております。 

 なお、この変更による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」(実務対応報告第18号)を

第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

 なお、この変更による影響は軽微であります。 

「リース取引に関する会計基準」(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」(企業会計基準適用指針第16号)を第１四半期連結会計期間から早期に適用し、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から通常の売買取引に

係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上しております。 

 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する

方法によっております。 

 なお、リース取引開始日が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、

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 

 また、この変更による影響は軽微であります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

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) 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

(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

①四半期財務諸表に関する会計基準の適用

②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

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

④リース取引に関する会計基準の適用
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当社及び国内連結子会社の機械装置の耐用年数については、第１四半期連結会計期間より、法人税法

の改正を契機に見直しを行い、10年から９年に変更しております。 

 この結果、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137百万円減少しており

ます。 

 なお、セグメントに与える影響は当該箇所に記載しております。 

当社は、前連結会計年度まで役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく要支給額を計上し

ておりましたが、平成20年６月27日開催の定時株主総会決議をもって、役員に対する退職慰労金制度を

廃止し打ち切り支給することとしたため、当該引当金を取り崩しております。なお、支払は役員の退任

時としていることから、打ち切り支給の未払額191百万円は固定負債の「長期未払金」に含めて計上し

ております。 

  

（追加情報）

①有形固定資産の耐用年数の変更

②役員退職慰労引当金の廃止
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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：百万円）

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 3,893 4,033

受取手形及び売掛金 8,314 9,916

商品及び製品 5,047 4,836

仕掛品 2,272 2,330

原材料及び貯蔵品 1,953 1,580

繰延税金資産 584 531

その他 994 890

貸倒引当金 △192 △213

流動資産合計 22,868 23,905

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 10,331 10,401

機械装置及び運搬具（純額） 18,687 18,651

土地 5,605 5,666

建設仮勘定 4,025 5,384

その他（純額） 1,179 1,112

有形固定資産合計 39,829 41,217

無形固定資産   

借地権 400 400

ソフトウエア 97 47

のれん 51 64

その他 15 17

無形固定資産合計 565 529

投資その他の資産   

投資有価証券 3,385 6,069

長期貸付金 17 20

繰延税金資産 489 885

その他 1,566 1,660

貸倒引当金 △43 △43

投資その他の資産合計 5,415 8,593

固定資産合計 45,810 50,339

資産合計 68,678 74,245
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（単位：百万円）

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 8,291 8,977

短期借入金 5,071 3,720

1年内返済予定の長期借入金 3,533 2,726

1年内償還予定の社債 2,000 3,200

リース債務 149 86

未払法人税等 81 459

設備関係支払手形 1,902 2,203

その他 3,245 3,291

流動負債合計 24,275 24,666

固定負債   

長期借入金 18,255 18,979

リース債務 1,927 1,244

繰延税金負債 140 1,123

退職給付引当金 2,696 2,651

役員退職慰労引当金 － 324

長期未払金 283 84

固定負債合計 23,303 24,407

負債合計 47,579 49,073

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,839 9,839

資本剰余金 5,875 5,875

利益剰余金 4,261 5,824

自己株式 △369 △368

株主資本合計 19,606 21,171

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 175 1,506

繰延ヘッジ損益 △18 40

為替換算調整勘定 △482 636

評価・換算差額等合計 △325 2,183

新株予約権 27 －

少数株主持分 1,790 1,816

純資産合計 21,099 25,171

負債純資産合計 68,678 74,245
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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：百万円）

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 38,024

売上原価 30,724

売上総利益 7,299

販売費及び一般管理費 6,765

営業利益 533

営業外収益  

受取利息 33

受取配当金 133

その他 119

営業外収益合計 286

営業外費用  

支払利息 464

為替差損 123

その他 226

営業外費用合計 814

経常利益 6

特別損失  

投資有価証券評価損 453

特別損失合計 453

税金等調整前四半期純損失（△） △447

法人税、住民税及び事業税 297

法人税等調整額 312

法人税等合計 609

少数株主利益 95

四半期純損失（△） △1,153
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

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利益 △447

減価償却費 3,746

有形固定資産廃棄損 69

のれん償却額 12

株式報酬費用 27

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △324

退職給付引当金の増減額（△は減少） 45

前払年金費用の増減額（△は増加） 66

受取利息及び受取配当金 △167

支払利息 464

為替差損益（△は益） 123

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 453

売上債権の増減額（△は増加） 1,123

たな卸資産の増減額（△は増加） △836

仕入債務の増減額（△は減少） △370

未払又は未収消費税等の増減額 △76

その他 146

小計 4,054

利息及び配当金の受取額 167

利息の支払額 △466

法人税等の支払額 △707

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,046

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 △3,528

その他 △60

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,588

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） 1,370

長期借入れによる収入 2,000

長期借入金の返済による支出 △1,878

セール・アンド・リースバックによる収入 877

リース債務の返済による支出 △89

社債の償還による支出 △1,200

自己株式の取得による支出 △1

配当金の支払額 △407

財務活動によるキャッシュ・フロー 670

現金及び現金同等物に係る換算差額 △300

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △171

現金及び現金同等物の期首残高 4,033

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,862
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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。 

  

当第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 
 該当事項はございません。 

  

【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）事業区分の方法 

事業区分は、販売先産業の種類により区分しております。 

①自動車関連製品事業・・・自動車用、二輪車用機関部品 

②舶用関連製品事業・・・・舶用機関部品 

③その他の製品事業・・・・陸用機関部品、家電製品用部品、事務用機器用部品、産業機械用部品他 

（追加情報） 

当社及び国内連結子会社の機械装置の耐用年数については、第１四半期連結会計期間より、法人税法の改正を契機

に見直しを行い、10年から９年に変更しております。この結果、当第３四半期連結累計期間における営業利益は、

「自動車関連製品事業」が125百万円、「舶用関連製品事業」が７百万円、「その他の製品事業」が５百万円減少して

おります。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

自動車関連 
製品事業 
(百万円)

舶用関連
製品事業 
（百万円）

その他の
製品事業 
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に対する売上高 33,653 1,775 2,594 38,024 ― 38,024

 (2) セグメント間の内部売上
高又は振替高

― ― ― ― (―) ―

計 33,653 1,775 2,594 38,024 (―) 38,024

  営業利益 283 167 82 533 (―) 533
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【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）国又は地域の区分の方法 

国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

(本国以外の区分に属する主な国又は地域） 

①アジア・・・・・・タイ、インドネシア、中国他 

②ヨーロッパ・・・・ドイツ 

③その他の地域・・・北米 

（追加情報） 

当社及び国内連結子会社の機械装置の耐用年数については、第１四半期連結会計期間より、法人税法の改正を契機

に見直しを行い、10年から９年に変更しております。この結果、当第３四半期連結累計期間の営業利益は、「日本」

が137百万円減少しております。 

  

【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 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(1）国又は地域の区分の方法・・・・・・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 

①アジア・・・・・・タイ、インドネシア、シンガポール、中国他 

②ヨーロッパ・・・・ドイツ他 

③北米・・・・・・・アメリカ他 

④その他の地域・・・南アフリカ、ヨルダン、メキシコ他 

   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。 

  

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） 
 著しい変動はございません。 

  

日本 
(百万円)

アジア
(百万円)

ヨーロッパ
(百万円)

その他の
地域 

(百万円)

計
(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に対する売上高 29,430 3,731 3,169 1,692 38,024 ― 38,024

 (2) セグメント間の内部売上
高又は振替高

4,890 682 9 － 5,583 (5,583) ―

計 34,321 4,413 3,179 1,692 43,607 (5,583) 38,024

  営業利益 423 341 60 (263) 562 (28) 533

アジア ヨーロッパ 北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 6,843 2,945 1,110 3,798 14,698

Ⅱ 連結売上高(百万円) 38,024

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

18.0 7.7 2.9 10.1 38.7

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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１.前年同期に係る連結財務諸表等 

(1) (要約)前四半期連結損益計算書 

 
  

「参考」

前第３四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日 
  至 平成19年12月31日)

区分 金額(百万円) 百分比(％)

売上高 38,606 100.0

売上原価 30,111 78.0

売上総利益 8,494 22.0

販売費及び一般管理費 6,945 18.0

営業利益 1,548 4.0

営業外収益

 受取利息 30

  受取配当金 130

 その他 169

 営業外収益合計 330 0.9

営業外費用

 支払利息 357

 為替差損 46

 その他 316

 営業外費用合計 719 1.9

経常利益 1,160 3.0

特別利益 340 0.9

特別損失 71 0.2

税金等調整前四半期純利益 1,429 3.7

法人税、住民税及び事業税 549

法人税等調整額 205

法人税等合計 755 2.0

少数株主利益 △ 164 △ 0.4

四半期純利益 509 1.3
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（2）(要約)前四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 
  

前第３四半期連結累計期間 

(自 平成19年４月１日 

  至 平成19年12月31日)

区分 金額(百万円)

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 1,429

 減価償却費 3,500

 有形固定資産廃棄損 111

 のれん償却額 12

 引当金の増減額（△は減少） 379

 前払年金費用の増減額 △ 379

 受取利息及び受取配当金 △ 160

 支払利息 357

 為替差損益（△は益） 46

 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) △ 283

 売上債権の増減額（△は増加） 47

 たな卸資産の増減額（△は増加） △ 299

 仕入債務の増減額（△は減少） 786

 未払又は未収消費税等の増減額 170

 その他 △ 6

 小計 5,711

 利息及び配当金の受取額 206

 利息の支払額 △ 337

 法人税等の支払額 △ 1,085

 営業活動によるキャッシュ・フロー 4,494

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 △ 6,083

 有価証券の取得による支出 △ 183

 投資有価証券の売却による収入 439

 貸付金の回収による収入 3

 その他固定資産の取得による支出 △ 40

 その他固定資産の売却による収入 66

 連結の範囲の変更を伴う子会社株式取得による収入 3

 その他 △ 261

 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 6,057

財務活動によるキャッシュ・フロー

 短期借入金純増減額（△は減少） 66

 長期借入による収入 5,073

 長期借入金の返済による支出 △ 1,830

 配当金の支払額 △ 410

 自己株式の取得による支出 △ 2

 財務活動によるキャッシュ・フロー 2,896

現金及び現金同等物に係る換算差額 40

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,373

現金及び現金同等物の期首残高 1,842

新規連結による現金及び現金同等物の増加額 1,358

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,574

日本ピストンリング(株) 平成21年３月期 第３四半期決算短信

‐ 12 ‐



（3）ゼグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

 
（注）事業区分の方法 

事業区分は、販売先産業の種類により区分しております。 

①自動車関連製品事業・・・自動車用、二輪車用機関部品 

②舶用関連製品事業・・・・舶用機関部品 

③その他の製品事業・・・・陸用機関部品、家電製品用部品、事務用機器用部品、産業機械用部品他 

  

【所在地別セグメント情報】 

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

 
（注）国又は地域の区分の方法 

国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

(本国以外の区分に属する主な国又は地域） 

①アジア・・・・・・タイ、インドネシア、中国他 

②ヨーロッパ・・・・ドイツ 

③その他の地域・・・北米 

  

自動車関連 
製品事業 
(百万円)

舶用関連
製品事業 
（百万円）

その他の
製品事業 
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に対する売上高 33,747 1,766 3,092 38,606 ― 38,606

 (2) セグメント間の内部売上
高又は振替高

― ― ― ― (―) ―

計 33,747 1,766 3,092 38,606 (―) 38,606

  営業利益 1,166 251 130 1,548 (―) 1,548

日本 
(百万円)

アジア
(百万円)

ヨーロッパ
(百万円)

その他の
地域 

(百万円)

計
(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高

29,989 3,373 3,141 2,101 38,606 ― 38,606

 (2) セグメント間の内部売上
高又は振替高

6,361 500 ― ― 6,862 (6,862) ―

計 36,351 3,874 3,141 2,101 45,469 (6,862) 38,606

  営業利益 1,405 614 123 (228) 1,914 (365) 1,548
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【海外売上高】 

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

 
（注）1 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(1）国又は地域の区分の方法・・・・・・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 

①アジア・・・・・・タイ、インドネシア、シンガポール、中国他 

②ヨーロッパ・・・・ドイツ他 

③北米・・・・・・・アメリカ他 

④その他の地域・・・南アフリカ、ヨルダン、メキシコ他 

   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。 

  

２．個別業績の概要 

アジア ヨーロッパ 北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 6,290 2,900 1,748 2,621 13,560

Ⅱ 連結売上高(百万円) 38,606

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

16.3 7.5 4.5 6.8 35.1

(1)個別経営成績

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 32,882 ― 543 ― 264 ― △ 269 ―

20年３月期第３四半期 34,858 8.1 933 35.4 737 △ 26.3 636 △ 9.1

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 △ 3 28 △ 3 27

20年３月期第３四半期 7 75 ―

（2）個別財政状態

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 57,826 20,159 34.8 245 29

20年３月期 61,456 22,150 36.0 269 85

（参考）自己資本 21年3月期第３四半期 20,132百万円  20年3月期  22,150百万円

(3)平成21年３月期業績予想（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)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 %

通期 40,000 ― △ 500 ― △ 900 ― △ 2,800 ―

1株当たり 
当期純利益

円 銭

21年3月期 △ 34 11

（注）個別業績予想値の当四半期における修正の有無 ： 有
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