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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 51,782 ― 3,886 ― 3,834 ― 2,026 ―
20年3月期第3四半期 44,644 18.9 4,435 33.5 4,333 39.8 2,391 31.2

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 243.26 ―
20年3月期第3四半期 328.56 ―

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 65,582 24,020 28.9 2,363.75
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3四半期  18,942百万円 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 ― 15.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 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 63,700 2.9 3,400 △38.5 3,050 △42.9 1,500 △49.9 181.76

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、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。  

(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、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） 

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） 

１．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ます。 
２．平成20年７月31日付にて、特定の株主から自己株式720,000株を取得しております。  

※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４月25日公表の連結業績予想は、平成21年１月19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下さい。 
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、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．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 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  8,737,200株 20年3月期  7,281,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  723,602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3四半期  8,330,804株 20年3月期第3四半期  7,278,600株
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当第３四半期連結累計期間における国内外の経済情勢は、米国のサブプライムローン問題により世界経済が減速傾

向で推移し、特に昨年９月以降、世界的な金融危機により企業の収益が大幅に悪化し、設備投資や輸出の減少を招く

等、景気の悪化は更に深刻な状況となってまいりました。 

自動車業界におきましては、国内では新車販売が低迷し、下期に入り海外輸出が減少に転じたことから国内生産は

急速に落ち込みました。海外におきましても、欧米での販売が大幅に減少し、また、アジアや中南米での販売も鈍化

し、世界の自動車販売市場の縮小が進んでまいりました。 

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、金型の開発及

び製作領域の拡大、国内外の生産体質の改革を図ってまいりました。 

当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、車体部品の売上が、国内、中国及びブラジルを中心に増加し、

売上高は51,782百万円（前年同期比16.0％増）となりましたが、国内における原材料の高騰等により、営業利益は

3,886百万円（前年同期比12.4％減）、経常利益は3,834百万円（前年同期比11.5％減）、四半期純利益は2,026百万

円（前年同期比15.3％減）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、車体部品の売上が増加したこと等により、売上高は29,747百万円（前年同期比17.8％増）と

なりましたが、原材料の高騰や減価償却費等のコスト増により、営業利益は1,588百万円（前年同期比41.7％減）と

なりました。 

②北米 

北米におきましては、車体部品の生産はほぼ横ばいで推移いたしましたが、為替換算の影響により売上高は5,134

百万円（前年同期比10.5％減）、営業利益は599百万円（前年同期比2.1％減）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14,837百万円（前年同期比

30.0％増）、営業利益は1,562百万円（前年同期比84.6％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5,698百万円（前年同期比

45.0％増）となり、営業利益313百万円（前年同期比36.9％増）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は、参考として記載しております。   

  

 当第３四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3,354百万円増加し、65,582百万

円となりました。 

 資産の部につきましては、流動資産は売掛金の増加等により、前連結会計年度末と比較して1,731百万円増加いた

しました。 

 有形固定資産は、国内における金型開発用設備、中国における生産能力増強に向けた設備投資により、前連結会計

年度末と比較して2,110百万円の増加し、39,029百万円となりました。また、投資その他の資産は、投資有価証券の

評価減等により前連結会計年度末と比較して473百万円減少いたしました。これらにより固定資産は、前連結会計年

度末と比較して1,623百万円増加し、46,998百万円となりました。 

 また、負債の部につきましては、短期借入金及び長期借入金の増加等により、4,110百万円増加し41,561百万円と

なりました。 

 純資産の部につきましては、利益剰余金の増加、自己株式取得及び為替換算調整勘定の減少等により、755百万円

減少し、24,020百万円となりました。 

 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、6,192百万円（前年同期比858百万円減少）となりました。これは主に、税金等調

整前四半期純利益が3,813百万円、有形固定資産等の減価償却費5,369百万円、売上債権の増加額△1,690百万円など

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、10,419百万円（前年同期比565百万円増加）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△11,005百万円、有形

固定資産の売却による収入932百万円など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 

２．連結財政状態に関する定性的情報 
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（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、4,189百万円（前年同期比1,207百万円増加）となりました。これは主に、短期借

入金の純増額3,309百万円、長期借入れによる収入5,587百万円、長期借入金の返済による支出△2,819百万円、自己

株式の取得による支出△1,057百万円等によるものであります。 

 以上のことから、前連結会計年度末の資金残高に比べ356百万円減少し、当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1,791百万円となりました。  

  

 今後の見通しにつきましては、全世界で自動車の販売は急激に落ち込み、極めて厳しい状況が続くものと思われま

す。 

 平成21年３月期の業績予想につきましては、第４四半期以降における車体部品の受注の大幅な減少が見込まれ、全

社をあげての原価低減活動、合理化、経費削減等を進めておりますものの、急激な売上減に見合う労務費の削減が追

いつかず、通期の業績は厳しいものとなることが予測され、平成20年４月25日に公表した業績予想を修正しておりま

す。詳細は平成21年１月19日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。   

  

 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・インコーポレーテッドは、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、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。   

 当第３四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．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 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、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。この変更に伴う、当第３四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への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「セグメント情報」に記載しております。 

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 

 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３四半期 

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への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「セグメント情報」に記載しております。 
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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、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、残存価額を零とする定額法を採用しております。これによる、当第３四半期連結累計期 

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おります。これによる、当第３ 

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。 

⑤ 在外連結子会社の収益及び費用の換算方法の変更 

 在外連結子会社の収益及び費用は、従来、当該子会社の決算日の直物為替相場により換算しておりましたが、

第２四半期連結会計期間より、期中平均為替相場により換算する方法に変更しております。この変更は、在外連

結子会社の重要性が増してきたため、短期的な為替相場変動の影響を排除し期間損益をより適正に表示するた 

めに行ったものであります。これによる、当第３四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「セグメント情報」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 2,529,644 2,704,824

受取手形及び売掛金 8,588,908 7,141,302

有償支給未収入金 285,647 357,924

製品 503,228 254,455

原材料 789,881 836,768

仕掛品 4,025,167 3,866,798

繰延税金資産 423,780 580,985

その他 1,437,773 1,109,479

流動資産合計 18,584,030 16,852,539

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 8,988,463 9,398,288

機械装置及び運搬具（純額） 10,884,129 9,799,163

工具、器具及び備品（純額） 4,228,672 3,610,601

土地 7,300,273 7,296,214

建設仮勘定 7,627,852 6,814,286

有形固定資産 39,029,391 36,918,554

無形固定資産 518,528 532,456

投資その他の資産   

投資有価証券 6,005,798 7,099,940

その他 1,444,352 824,083

投資その他の資産 7,450,151 7,924,024

固定資産合計 46,998,071 45,375,035

資産合計 65,582,102 62,227,574

負債の部   

流動負債   

買掛金 6,097,666 6,177,494

短期借入金 12,049,080 8,802,693

1年内返済予定の長期借入金 3,775,268 3,264,376

未払法人税等 275,022 590,952

賞与引当金 489,466 598,592

役員賞与引当金 24,375 36,500

その他 4,229,397 5,348,170

流動負債合計 26,940,277 24,818,779

固定負債   

長期借入金 12,623,584 10,481,129

長期未払金 634,986 746,220

退職給付引当金 720,957 700,687

役員退職慰労引当金 364,128 371,754

その他 277,278 332,433

固定負債合計 14,620,935 12,632,225

負債合計 41,561,212 37,451,005
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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) 

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 17,879,889 15,982,412

自己株式 △1,059,622 △2,527

株主資本合計 19,972,500 19,132,117

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 577,816 1,134,308

為替換算調整勘定 △1,608,210 △178,149

評価・換算差額等合計 △1,030,393 956,159

少数株主持分 5,078,783 4,688,292

純資産合計 24,020,890 24,776,569

負債純資産合計 65,582,102 62,227,574
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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 51,782,319

売上原価 44,391,546

売上総利益 7,390,773

販売費及び一般管理費 3,503,860

営業利益 3,886,912

営業外収益  

受取利息 66,169

受取配当金 66,716

持分法による投資利益 261,831

その他 138,444

営業外収益合計 533,161

営業外費用  

支払利息 480,552

為替差損 55,255

その他 50,012

営業外費用合計 585,820

経常利益 3,834,253

特別利益  

固定資産売却益 8,334

持分変動利益 10,406

特別利益合計 18,740

特別損失  

固定資産売却損 1,025

固定資産除却損 38,274

その他 30

特別損失合計 39,329

税金等調整前四半期純利益 3,813,664

法人税、住民税及び事業税 1,018,400

法人税等調整額 93,988

法人税等合計 1,112,388

少数株主利益 674,700

四半期純利益 2,026,575
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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利益 3,813,664

減価償却費 5,369,052

退職給付引当金の増減額（△は減少） 43,921

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △31,278

賞与引当金の増減額（△は減少） △87,982

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △12,125

受取利息及び受取配当金 △132,886

支払利息 480,552

持分法による投資損益（△は益） △261,831

持分法適用会社への未実現利益調整 6,496

固定資産売却損益（△は益） △7,309

固定資産除却損 38,274

売上債権の増減額（△は増加） △1,690,330

たな卸資産の増減額（△は増加） △638,876

仕入債務の増減額（△は減少） 213,855

未払消費税等の増減額（△は減少） 166,522

前受金の増減額（△は減少） 323,396

未払金の増減額（△は減少） 262,557

その他 △80,987

小計 7,774,686

利息及び配当金の受取額 141,748

利息の支払額 △470,935

法人税等の支払額 △1,327,029

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 6,192,653

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 △737,850

定期預金の払戻による収入 555,570

有形固定資産の取得による支出 △11,005,850

有形固定資産の売却による収入 932,282

無形固定資産の取得による支出 △18,949

投資有価証券の取得による支出 △18,424

その他 △126,009

投資活動によるキャッシュ・フロー △10,419,232
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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） 3,309,534

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

△580,457

長期借入れによる収入 5,587,561

長期借入金の返済による支出 △2,819,489

少数株主からの持分取得による収入 106,953

自己株式の取得による支出 △1,057,094

配当金の支払額 △219,696

少数株主への配当金の支払額 △138,096

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,189,215

現金及び現金同等物に係る換算差額 △176,956

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △214,320

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 1,791,794

菊池プレス工業㈱（５９７０）平成21年３月期　第３四半期決算短信

9



 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。 

  

 該当事項はありません。 

  

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） 

 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。 

  

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．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 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 当社は、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。この変更に伴う、当第３四半期連結累計期間の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、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、当第３四半期

連結累計期間の業績への影響は軽微であります。 

（在外連結子会社の収益及び費用の換算方法の変更） 

 在外連結子会社の収益及び費用は、従来、当該子会社の決算日の直物為替相場により換算しておりました

が、第２四半期連結会計期間より、期中平均為替相場により換算する方法に変更しております。この変更

は、在外連結子会社の重要性が増してきたため、短期的な為替相場変動の影響を排除し期間損益をより適正

に表示するために行ったものであります。この変更に伴う、当第３四半期連結累計期間の業績への影響は軽

微であります。 

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

〔所在地別セグメント情報〕 

  
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 
 26,111,724  5,134,886  14,837,049  5,698,659  51,782,319 －  51,782,319

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高  
 3,635,773      － － －  3,635,773  (3,635,773) － 

計  29,747,498  5,134,886  14,837,049  5,698,659  55,418,093  (3,635,773)  51,782,319

営業利益  1,588,747  599,613  1,562,602  313,679  4,064,642  (177,730)  3,886,912
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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．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。 

  

〔海外売上高〕 

  北米地域 アジア地域 中南米地域 計 

Ⅰ．海外売上高（千円）  6,804,693  16,013,606  7,680,905  30,499,206

Ⅱ．連結売上高（千円） － － －  51,782,319

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
 13.1  30.9  14.9  58.9

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 当社は、平成20年７月31日付で特定の株主から自己株式720,000株（価格総額1,056,240千円）を取得しまし

た。この結果、当第３四半期連結累計期間末において自己株式1,059,622千円となっております。 

  

菊池プレス工業㈱（５９７０）平成21年３月期　第３四半期決算短信

11



「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

  

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 

第３四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高  44,644,208

Ⅱ 売上原価  36,852,694

売上総利益  7,791,514

Ⅲ 販売費及び一般管理費  3,356,050

営業利益  4,435,463

Ⅳ 営業外収益  337,818

 受取利息  63,032

 受取配当金  65,732

 その他  62,753

 持分法による投資損益  146,300

Ⅴ 営業外費用  439,954

 支払利息  429,266

 為替差損  111

 その他  10,576

経常利益  4,333,327

Ⅵ 特別利益  6,375

 固定資産売却益  6,375

Ⅶ 特別損失  16,207

 固定資産処分損  16,044

 固定資産売却損  162

税金等調整前四半期純利益  4,323,495

税金費用  1,561,316

少数株主利益  370,711

四半期純利益  2,391,467
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（２）（要約）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（平成19年４月１日～12月31日） 

  

  
前年同四半期 

（平成20年３月期 
第３四半期） 

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  4,323,495

 減価償却費  4,321,608

 退職給付引当金の増加額  32,411

 役員退職慰労引当金の 
 減少額 

 △19,794

 賞与引当金の減少額  △106,474

 役員賞与引当金の減少額  △5,617

 受取利息及び配当金  △128,764

 支払利息  429,266

 持分法による投資利益  △146,314

 持分法適用会社への 
 未実現利益調整 

 96,990

 有形固定資産除売却損  9,832

 売上債権の増加額  △1,551,700

 たな卸資産の増加額  △90,180

 仕入債務の増加額  277,806

 未払消費税等の増加額  120,099

 前受金の増加額  372,678

 未払金の増加額  288,698

 その他  389,260

小計  8,613,303

 利息及び配当金の受取額  174,883

 利息の支払額  △428,000

 国庫補助金等の受取額  75,000

 法人税等の支払額  △1,384,081

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 7,051,105
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前年同四半期 

（平成20年３月期 
第３四半期） 

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 

 △210,000

 定期預金の払戻による 
 収入 

 210,000

 投資有価証券の取得に 
 よる支出 

 △845,826

 有形固定資産の取得に 
 よる支出 

 △10,838,640

 有形固定資産の売却に 
 よる収入 

 1,858,134

 無形固定資産の取得に 
 よる支出 

 △19,655

 その他  △7,324

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △9,853,311

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  

 短期借入金の純増額  3,050,244

 ファイナンスリース債務 
 の返済による支出 

 △21,401

 長期借入れによる収入  4,978,297

 長期借入金の返済による 
 支出 

 △4,091,001

 少数株主からの持分取得 
 収入 

 266,164

 社債の償還による支出  △1,000,000

 配当金の支払額  △200,253

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 2,982,049

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

 112,660

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加
額（又は減少額） 

 292,504

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 

 1,557,614
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前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31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。 

  

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

  

（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

〔所在地別セグメント情報〕 

  
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  25,244,407  5,737,729  11,409,708  3,929,374  46,321,221  (1,677,012)  44,644,208

営業費用  22,518,379  5,125,116  10,563,428  3,700,174  41,907,099  (1,698,353)  40,208,745

営業利益  2,726,027  612,613  846,280  229,200  4,414,121  21,341  4,435,463

〔海外売上高〕 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

  

  北米地域 アジア地域 中南米地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  10,748,018  11,580,724  4,276,723  26,605,466

Ⅱ 連結売上高（千円） － － －  44,644,208

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
 24.1  25.9  9.6  59.6
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