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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 51,366 ― △157 ― △14 ― △3,310 ―

20年3月期第3四半期 58,224 2.9 2,019 51.6 2,079 18.8 1,037 △0.1

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 △157.39 ―

20年3月期第3四半期 50.62 ―

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 36,779 17,840 48.0 840.09
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3四半期  17,667百万円 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  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 ― 6.00 10.00
21年3月期 ― 5.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 0.00 5.00

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 60,000 △22.9 △2,200 ― △2,100 ― △5,600 ― △266.28

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  

(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、４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、４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．平成20年11月７日に公表しました連結業績予想は、本資料において修正しています。 
２．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。 
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 株式会社アクロス ）

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  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3四半期  2,366,072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3四半期  21,031,122株 20年3月期第3四半期  20,494,700株



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、米国のサブプライムロ

ーン問題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。

自動車業界におきましては、年初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

ーズ拡大などがありましたが、特に当第３四半期からは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

り、大幅な減産を余儀なくされました。 

自動車部品業界におきましても、相次ぐ自動車メーカーの減産や原材料値上げによるコストアップ、設備投資

の圧縮など、経営環境は非常に厳しい状況と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、産機事業の販売増があったものの、四駆事業を中心に大幅な

減産となり、当第３四半期累計期間の連結売上高は513億66百万円と前年同期に比べ68億57百万円（11.8％）の

減少となりました。 

利益面におきましても、減産の影響は避けられず、営業損失は1億57百万円と前年同期に比べ21億76百万円の

減少、経常損失は14百万円と前年同期に比べ20億94百万円の減少となり、四半期純損失では繰延税金資産の取崩

しに伴い、33億10百万円と前年同期に比べ43億47百万円の減少となりました。 

事業の種類別セグメントの業績について申し上げますと次のとおりです。  

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、小型商用車用Ｍ／Ｔの適用車種拡大に

より増加したものの、10月以降のＳＵＶ車用Ｍ／Ｔの大幅な減少により、売上高は57億8百万円と、前年同期

に比べ5億21百万円（8.4％）の減少となり、営業損失では1億9百万円と前年同期に比べ3億6百万円の減少とな

りました。 

２） 四輪駆動装置事業（四駆事業）につきましては、北米市場における金融不況の環境下において、10月以降の

ＳＵＶとピックアップトラック用トランスファーの大幅な減少により、売上高は142億64百万円と、前年同期

に比べ54億82万円（27.8%）の減少となり、営業損失では3億80百万円と前年同期に比べ11億93百万円の減少と

なりました。 

３） 部品事業につきましては、ＣＶＴ用と小型車用部品が増加したものの、その他の部品が減産したことによ

り、売上高は248億77百万円と、前年同期に比べ17億24百万円（6.5％）の減少となり、営業損失では1億85百

万円と前年同期に比べ7億67百万円の減少となりました。 

４） 産業機械事業（産機事業）につきましては、大型トラクター用パワーシフトトランスミッションが好調に推

移し、売上高は62億83百万円と、前年同期に比べ9億25百万円（17.3％）の増加となり、営業利益では4億74百

万円と前年同期に比べ1億24百万円（35.5％）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2億31百万円と前年同期に比べ54百万円（19.1%）の減少となり、営業

利益では43百万円と前年同期に比べ37百万円（46.4％）の減少となりました。 

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 

区 分 
第75期第３四半期累計期間 第76期第３四半期累計期間 増  減 

売 上 営業利益 売 上 
営業利益又は
営業損失（△）

売 上 
営業利益又は
営業損失(△) 

 Ｍ／Ｔ事業 6,229 196 5,708 △ 109 △521 (△8.4%) △306(△155.8%)

 四駆事業 19,747 812 14,264 △ 380 △5,482 (△27.8%) △1,193(△146.9%)

 部品事業 26,602 582 24,877 △ 185 △1,724 (△6.5%) △767(△131.9%)

 産機事業 5,358 350 6,283 474 925 (17.3%) 124 (35.5%)

 その他事業 286 80 231 43 △54 (△19.1%) △37 (△46.4%)

 消去又は全社 － △ 2 － 0 － － 3(△130.8%)

合 計 58,224 2,019 51,366 △157 △6,857 (△11.8%) △2,176(△107.8%)
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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、世界経済の悪化に伴い、産機事業以外の売上が大幅に減少し、売上高は493億62

百万円と前年同期に比べ59億15百万円（10.7％）の減少となり、営業損失では、2億51百万円と前年同期に比

べ20億60百万円の減少となりました。 

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18億36百万円と前年同期に比べ9億53百万円（34.2％）の減少とな

り、営業利益では28百万円と前年同期に比べ82百万円（74.2％）の減少となりました。 

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1億67百万円と前年

同期に比べ11百万円（7.2％）の増加となりましたが、日本向け輸出販売の減少により、営業利益では62百万

円と前年同期に比べ44百万円（41.6％）の減少となりました。 

  ※なお、「前年同期比」につきましては、参考として記載しております。 

当第３四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は（以下「資金」という。）は10億93百万円とな

り、前連結会計年度末と比べ1億32百万円（10.8％）減少しました。 

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16億24百万円となりました。 

これは主に、税金等調整前四半期純損失72百万円、減価償却費31億41百万円、賞与引当金の減少額6億33百

万円、退職給付引当金減少額2億49百万円、売上債権の減少額40億79百万円、棚卸資産の増加額4億76百万円、

仕入債務の減少額28億73百万円、法人税等支払額7億94百万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18億94百万円となりました。 

これは主に、有形固定資産の取得による支出14億96百万円、無形固定資産の取得による支出3億96百万円等

によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果得た資金は1億49百万円となりました。 

これは主に、短期借入金純増額1億21百万円、長期借入による収入8億円、長期借入金の返済による支出5億

39百万円、配当金の支払額2億31百万円等によるものです。 

  

 第３四半期連結累計期間における業績の進捗を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成20年11月７日付

「平成21年3月期 第２四半期決算短信」にて発表しました平成21年３月期の連結業績予想を修正いたしました。 

 なお、当該予想に関する詳細は、平成21年２月６日に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」を

ご参照下さい。  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

３．連結業績予想に関する定性的情報 
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第２四半期連結会計期間において、次の連結子会社が解散しております。 

 （注） 主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。  

① 棚卸資産の実地棚卸の省略 

 当第３四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３四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。 

 ただし、税引前四半期純損失となった場合等には、法定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。 

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） 

名称 住所 
資本金
（千円） 

主要な事業の内容
議決権の所有割合 
又は被所有割合 

(％) 
関係内容

（連結子会社） 

㈱アクロス 

静岡県浜松市
天竜区 25,000 部品事業 100.0 当社製品の加工

（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 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、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 

 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、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。  
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（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、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、当第３四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞ

れ441,906千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。 
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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 1,106,931 1,237,327

受取手形及び売掛金 9,337,554 13,107,326

製品 898,340 861,400

原材料 1,180,896 1,173,084

仕掛品 1,533,438 1,180,553

貯蔵品 1,061,710 1,026,703

繰延税金資産 15,655 945,059

その他 694,756 978,275

貸倒引当金 △12,709 △11,251

流動資産合計 15,816,573 20,498,479

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 10,263,087 10,337,210

減価償却累計額 △6,724,690 △6,600,495

建物及び構築物（純額） 3,538,397 3,736,715

機械装置及び運搬具 53,175,596 53,493,466

減価償却累計額 △42,324,109 △41,241,873

機械装置及び運搬具（純額） 10,851,487 12,251,593

工具、器具及び備品 4,447,679 4,380,096

減価償却累計額 △3,755,939 △3,617,312

工具、器具及び備品（純額） 691,740 762,783

土地 2,564,524 2,604,806

建設仮勘定 12,595 8,889

有形固定資産合計 17,658,745 19,364,787

無形固定資産 1,126,559 849,584

投資その他の資産   

投資有価証券 2,117,443 3,796,167

繰延税金資産 － 1,284,245

その他 72,088 65,429

貸倒引当金 △12,312 △1,557

投資その他の資産合計 2,177,220 5,144,285

固定資産合計 20,962,524 25,358,656

資産合計 36,779,097 45,857,136
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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 6,448,019 9,290,740

短期借入金 2,267,837 2,052,799

未払金 1,797,237 1,930,270

未払費用 1,259,250 1,609,037

未払法人税等 85,180 750,935

賞与引当金 413,282 1,046,325

役員賞与引当金 － 22,000

環境対策引当金 28,563 27,204

事業整理損失引当金 － 67,335

その他 301,323 329,039

流動負債合計 12,600,695 17,125,688

固定負債   

長期借入金 1,463,440 1,296,300

退職給付引当金 4,240,945 4,490,817

役員退職慰労引当金 328,412 385,338

その他 305,590 9,000

固定負債合計 6,338,387 6,181,455

負債合計 18,939,083 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 2,075,881 2,075,875

利益剰余金 13,045,941 16,596,334

自己株式 △625,278 △624,929

株主資本合計 17,996,544 21,547,281

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 86,741 1,101,523

為替換算調整勘定 △415,556 △264,312

評価・換算差額等合計 △328,814 837,210

少数株主持分 172,285 165,500

純資産合計 17,840,014 22,549,992

負債純資産合計 36,779,097 45,857,136
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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 51,366,378

売上原価 46,871,695

売上総利益 4,494,683

販売費及び一般管理費  

荷造費 189,981

人件費 2,233,762

賃借料 123,304

減価償却費 346,943

賞与引当金繰入額 233,346

退職給付費用 97,594

その他の販売費及び一般管理費 1,427,470

販売費及び一般管理費合計 4,652,404

営業損失（△） △157,721

営業外収益  

受取利息 1,283

受取配当金 68,140

為替差益 9,801

受取賃貸料 21,208

持分法による投資利益 4,193

その他 84,056

営業外収益合計 188,684

営業外費用  

支払利息 41,082

その他 3,881

営業外費用合計 44,964

経常損失（△） △14,000

特別利益  

固定資産売却益 4,340

貸倒引当金戻入額 65

事業整理損失引当金戻入額 30,102

国庫補助金 17,300

退職給付引当金戻入額 5,867

特別利益合計 57,676

特別損失  

固定資産除却損 86,134

固定資産圧縮損 8,086

環境対策引当金繰入額 1,359

その他 21,009

特別損失合計 116,589

税金等調整前四半期純利益 △72,913

法人税等合計 3,219,843

少数株主利益 17,366

四半期純損失（△） △3,310,123
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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（△） △72,913

減価償却費 3,141,009

持分法による投資損益（△は益） △4,193

退職給付引当金の増減額（△は減少） △249,579

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △56,925

賞与引当金の増減額（△は減少） △633,042

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △22,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） 12,212

受取利息及び受取配当金 △70,448

為替差損益（△は益） 16,101

支払利息 41,082

固定資産除売却損益（△は益） 81,793

固定資産圧縮損 △8,086

売上債権の増減額（△は増加） 4,079,075

たな卸資産の増減額（△は増加） △476,365

その他の固定資産の増減額（△は増加） △8,064

その他の流動資産の増減額（△は増加） △64,513

仕入債務の増減額（△は減少） △2,873,308

未払費用の増減額（△は減少） △321,224

その他の流動負債の増減額（△は減少） △120,794

小計 2,389,812

利息及び配当金の受取額 69,423

利息の支払額 △40,419

法人税等の支払額 △794,141

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,624,675

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 △1,800

投資有価証券の取得による支出 △3,971

有形固定資産の取得による支出 △1,496,072

有形固定資産の売却による収入 4,730

無形固定資産の取得による支出 △396,937

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,894,051

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） 121,690

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 △539,512

自己株式の取得による支出 △379

配当金の支払額 △231,552

少数株主への配当金の支払額 △385

自己株式の売却による収入 35

財務活動によるキャッシュ・フロー 149,896

現金及び現金同等物に係る換算差額 △12,716

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △132,196

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 1,093,331
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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。 

  

 該当事項はありません。 

（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〕 

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 

        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、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当第３四半期連結累計期間の営業利益は、Ｍ／Ｔ事業

で43,748千円、四輪駆動装置事業で112,686千円、部品事業で250,561千円、産業機械事業で34,910千円、そ

れぞれ減少しております。 

  
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 
 5,708,500 14,264,789 24,877,588 6,283,533 231,965  51,366,378  － 51,366,378

② セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 － － － － 528,908  528,908  (528,908) －

計  5,708,500 14,264,789 24,877,588 6,283,533 760,874  51,895,286  (528,908) 51,366,378

営業利益又は営業損失（△）  △109,673 △380,892 △185,595 474,518 43,041  △158,600  (△879) △157,721

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（ＡＸ

Ｃ）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 

2009年2月5日 16:11:15

- 1 -



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、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当第３四半期連結累計期間の営業損失は、日本で

441,906千円増加しております。  

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） 

 （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。  

〔所在地別セグメント情報〕 

  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  49,362,355  1,836,812  167,210  51,366,378  －  51,366,378

② セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 475,817  －  291,338  767,156 (767,156)  －

計  49,838,173  1,836,812  458,549  52,133,534 (767,156)  51,366,378

営業利益又は営業損失（△）  △251,835  28,652  62,153  △161,029 (△3,308)  △157,721

〔海外売上高〕 

  北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  5,613,222  223,794  5,837,016

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  51,366,378

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める割合

（％） 
 10.9  0.5  11.4

（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３四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  58,224,090

Ⅱ 売上原価  51,490,917

売上総利益  6,733,172

Ⅲ 販売費及び一般管理費  4,714,105

営業利益  2,019,067

Ⅳ 営業外収益  157,317

受取利息及び配当金  78,665

受取賃貸料  16,415

その他  62,237

Ⅴ 営業外費用  96,385

支払利息  60,719

為替差損  26,503

その他  9,162

経常利益  2,079,999

Ⅵ 特別利益  2,630

その他  2,630

Ⅶ 特別損失  436,456

固定資産除却損  186,097

その他  250,359

税金等調整前四半期純利益  1,646,173

税金費用  584,184

少数株主利益  24,588

四半期純利益  1,037,400
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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） 

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  1,646,173

減価償却費  2,981,431

賞与引当金の増減額（減少：△） △524,817

役員賞与引当金の増減額（減少：△） △37,950

売上債権の増減額（増加：△）  89,935

仕入債務の増減額（減少：△）  581,473

その他  491,737

小計  5,227,983

利息及び配当金の受取額  79,690

法人税等の支払額 △606,501

その他 △60,301

営業活動によるキャッシュ・フロー  4,640,870

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 △3,219,240

無形固定資産の取得による支出 △112,678

その他 △135,718

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,467,636

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：△） △1,909,486

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 △651,578

親会社による配当金の支払額 △183,950

その他  299,323

財務活動によるキャッシュ・フロー △945,691

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △8,185

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（又は減少額）  219,356

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  1,137,165
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前年同四半期（平成20年３月期第３四半期） 

前年同四半期（平成20年３月期第３四半期） 

（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
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  6,229,586 19,747,421 26,602,300 5,358,105 286,675  58,224,090  － 58,224,090

営業費用  6,033,092 18,934,867 26,019,907 5,007,881 206,418  56,202,168  2,855 56,205,023

営業利益  196,494 812,554 582,393 350,223 80,256  2,021,922  △2,855 2,019,067

〔所在地別セグメント情報〕 

  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  55,277,845  2,790,213  156,031  58,224,090  －  58,224,090

営業費用  53,469,180  2,679,316  49,534  56,198,030  6,992  56,205,023

営業利益  1,808,664  110,897  106,497  2,026,059  △6,992  2,019,067

〔海外売上高〕 

前年同四半期（平成20年３月期第３四半期） 

  

  米国 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  5,579,082  265,039  5,844,122

Ⅱ 連結売上高（百万円） －  －  58,224,090

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 9.6  0.5  10.1

2009年2月5日 16:11:15
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