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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 115,210 ― 10,524 ― 10,512 ― 5,648 ―
20年3月期第3四半期 120,062 6.5 13,709 42.4 13,085 45.5 7,305 95.3

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 30.36 ―
20年3月期第3四半期 39.22 ―

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 194,516 85,225 40.6 424.80
20年3月期 202,316 87,502 40.3 438.56

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  79,034百万円 20年3月期  81,605百万円

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 ― 3.00 ― 5.00 8.00
21年3月期 ― 4.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 4.00 8.00

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 145,000 △13.3 8,400 △57.6 8,200 △54.6 4,100 △60.5 22.04

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  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、５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 
・連結業績予想は、当社が現時点で入手可能な情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づくものであり、リスクや不確実性を含んでおります。実際の業績 
 は、今後の当社グループを取り巻く経営環境の変化、市場の動向、為替の変動などにより、予想数値と異なる場合があります。また、業績に影響を与え得る要素 
 はこれらに限定されるものではございません。 
・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。  

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  191,406,969株 20年3月期  191,406,969株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  5,354,927株 20年3月期  5,329,914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  186,061,772株 20年3月期第3四半期  186,251,488株
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（１）当第３四半期累計期間の概況 

 当第３四半期累計期間（平成20年４月～12月）における世界経済は、米国発の金融危機が実体経

済に深刻な影響を及ぼし、世界同時不況の様相を呈しました。 

 当社グループを取り巻く環境も第３四半期より急変し、各企業の生産縮小による設備投資抑制、

自動車業界の減産が業績に影響を及ぼすなど、非常に厳しい状況となりました。 

 これらの結果、当第３四半期累計期間の受注高は1,105億８百万円（前年同期比11.5%減）、売上

高は1,152億10百万円（同4.0%減）となりました。利益につきましては、営業利益は105億24百万円

（同23.2%減）、経常利益は105億12百万円（同19.7%減）となり、四半期純利益は56億48百万円

（同22.7%減）となりました。 

 なお、当連結会計年度より四半期会計基準を適用しているため、対前年同四半期増減率は参考と

して記載しております。 

  

（２）当期のセグメント別の概況 

［パワトラ事業部門］ 

 チェーン事業につきましては、自動車、液晶、鉄鋼などの業界向けを中心に売上の拡大に努めま

したが、景気減速の影響などにより減収となりました。 

 自動車部品事業につきましては、中国やタイの海外拠点では比較的堅調であったものの、国内や

米国、欧州で自動車メーカーの減産が影響し、減収となりました。 

 精機事業につきましては、第３四半期は設備投資の減少が影響したものの、液晶関連業界向けや

工作機械業界向けを中心に第２四半期まで好調に推移したことから、増収となりました。 

 以上により、パワトラ事業部門の受注高は910億22百万円（前年同期比9.6%減）、売上高は931億

35百万円（同6.2%減）、営業利益は118億58百万円（同15.4%減）となりました。 

  

［マテハン事業部門］ 

 マテハン事業につきましては、景気減速に伴い厳しさが増してきたものの、第２四半期までセメ

ント業界向けなどに売上が好調であったため、増収となりました。 

 以上により、マテハン事業部門の受注高は194億85百万円（前年同期比19.7%減）、売上高は216

億70百万円（同6.7%増）、営業利益は14億79百万円（同35.0%減）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

(株) 椿本チエイン（6371）平成21年３月期 第３四半期決算短信
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【財政状態に関する分析】 

資産 

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比較して78億円減少し、1,945億

16百万円となりました。 

 流動資産は、需要の急激な落ち込みによりたな卸資産が36億84百万円増加した一方、設備投資や法人税

等の支払により現金及び預金が38億99百万円減少したことや売上債権が７億60百万円減少したことなどか

ら、前連結会計年度末と比較して11億65百万円減少し、893億68百万円となりました。 

 固定資産は、保有株式の時価が大幅に下落し投資有価証券が67億46百万円減少したことなどから、前連

結会計年度末と比較して66億35百万円減少し、1,051億47百万円となりました。 

  

 負債 

 負債は、当第３四半期連結会計期間末が金融機関の休日であったことによる影響により仕入債務が48億

９百万円増加した一方、法人税等の支払により未払法人税等が26億５百万円減少したこと、借入金の返済

などにより有利子負債が22億63百万円減少したことおよび繰延税金負債の減少などにより固定負債のその

他が32億98百万円減少したことなどから、前連結会計年度末と比較して55億23百万円減少し、1,092億90

百万円となりました。 

  

 純資産 

 純資産は、当第３四半期連結累計期間の四半期純利益56億48百万円の計上および配当金16億74百万円の

支払により利益剰余金が39億25百万円増加した一方、保有株式に生じた時価評価差額の減少によりその他

有価証券評価差額金が33億58百万円減少したことや為替の変動により為替換算調整勘定が30億４百万円減

少したことなどから、前連結会計年度末と比較して22億77百万円減少の852億25百万円となり、自己資本

比率は40.6%となりました。 

  

【キャッシュ・フローに関する分析】 

 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（以下「資金」という）は、税金等調整前四

半期純利益を97億22百万円計上した一方、自動車部品生産設備等への設備投資70億58百万円および法人税

等の支払59億88百万円などにより、前連結会計年末と比較して39億66百万円減少し、137億78百万円とな

りました。 

  

 営業活動によるキャッシュ・フロー 

 営業活動による資金の増加は72億66百万円となりました。これは、税金等調整前四半期純利益を97億22

百万円計上したことに加えて減価償却費を54億27百万円計上した一方、法人税等の支払に59億88百万円支

出したこと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 

 投資活動による資金の減少は69億50百万円となりました。これは、自動車部品生産設備等への設備投資

に70億58百万円支出したことなどによるものであります。 

  

 財務活動によるキャッシュ・フロー 

 財務活動による資金の減少は38億32百万円となりました。これは、長期借入金の返済23億38百万円や配

当金の支払16億74百万円によるものであります。 

2．連結財政状態に関する定性的情報

(株) 椿本チエイン（6371）平成21年３月期 第３四半期決算短信
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平成21年３月期の通期の業績につきましては、第２四半期まで比較的好調であった自動車業界向けを中

心とする需要が、急激な減少に転じていることに加え、為替レートが、想定を上回る円高に推移している

ことなどにより、連結および個別の通期予想を修正いたします。 

 なお、第４四半期の為替レートにつきましては、１米ドル90円、１ユーロ117円を想定しております。 

  

 
  

  

 該当事項はありません。 

  

① 簡便な会計処理 

 固定資産の減価償却費の算定方法 

一部の連結子会社においては、固定資産の減価償却費の算定は、年度中の取得、売却又は除却等

の見積りを考慮した予算に基づいております。 
  
② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 該当事項はありません。 

  

3．連結業績予想に関する定性的情報

連結業績予想

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

前回発表予想(Ａ) 
（平成20年11月10日 発表）

百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

154,200 12,900 12,300 7,100 38.16

今  回  修  正  予  想  (Ｂ) 145,000 8,400 8,200 4,100 22.04

増     減     額     (Ｂ－Ａ) △ 9,200 △ 4,500 △ 4,100 △ 3,000 ―

増      減      率   （％） △ 6.0 △ 34.9 △ 33.3 △ 42.3 ―

  （ご参考） 個別業績予想

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

前回発表予想(Ａ) 
（平成20年11月10日 発表）

百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

86,000 4,300 6,000 4,000 21.50

今  回  修  正  予  想  (Ｂ) 78,000 1,800 3,600 1,600 8.60

増     減     額     (Ｂ－Ａ) △ 8,000 △ 2,500 △ 2,400 △ 2,400 ―

増      減      率   （％） △ 9.3 △ 58.1 △ 40.0 △ 60.0 ―

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

(株) 椿本チエイン（6371）平成21年３月期 第３四半期決算短信
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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 平成19年３

月14日）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 平

成19年３月14日）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  通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、主として、先入先出法、個別法および移

動平均法に基づく原価法により評価しておりましたが、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、先入先出法、個別法および移動平均法に基づく原価法（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。 

 この変更により、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純

利益はそれぞれ431百万円減少しております。 

  

③  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。 

 この変更による当第３四半期連結累計期間の損益への影響は軽微であります。 

  

④  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

処理によっておりましたが、「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））および「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日以後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より、これら

の会計基準等を適用し、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。 

 また、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。 

 なお、リース取引開始日が会計基準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。 

 この変更による当第３四半期連結累計期間の損益への影響は軽微であります。 

  

（４）追加情報 

①  当社は、役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を役員退職慰労引当

金として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において、役員退職慰労金

制度を廃止し、本総会終結時までの在任期間に応じた役員退職慰労金を打ち切り支給することが決

議されました。 

 これに伴い、当第３四半期連結会計期間末の役員退職慰労金の未払額274百万円については、長

期未払金として計上し、固定負債の「その他」に含めております。 

  

②  当社および国内連結子会社は、平成20年度の法人税法の改正に伴い、資産の利用状況等を勘案し

た結果、第１四半期連結会計期間より、機械装置の耐用年数を変更しております。 

 この変更による当第３四半期連結累計期間の損益への影響は軽微であります。 

（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

(株) 椿本チエイン（6371）平成21年３月期 第３四半期決算短信
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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 12,568 16,467

受取手形及び売掛金 42,141 42,901

有価証券 1,453 1,532

商品及び製品 12,704 11,582

仕掛品 11,348 9,355

原材料及び貯蔵品 4,850 4,280

その他 4,691 4,799

貸倒引当金 △389 △385

流動資産合計 89,368 90,533

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 21,050 21,766

機械装置及び運搬具（純額） 19,650 19,833

工具、器具及び備品（純額） 1,994 2,208

土地 36,354 36,653

建設仮勘定 4,807 2,951

有形固定資産合計 83,857 83,412

無形固定資産 1,745 1,949

投資その他の資産   

投資有価証券 13,723 20,470

その他 6,003 6,126

貸倒引当金 △183 △175

投資その他の資産合計 19,544 26,421

固定資産合計 105,147 111,783

資産合計 194,516 202,316
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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 31,567 26,757

短期借入金 8,473 8,221

1年内返済予定の長期借入金 4,732 2,410

1年内償還予定の社債 40 50

未払法人税等 576 3,182

賞与引当金 1,206 2,704

その他 10,425 10,632

流動負債合計 57,022 53,958

固定負債   

社債 7,010 7,040

長期借入金 16,795 21,593

退職給付引当金 9,987 10,167

役員退職慰労引当金 254 534

その他 18,221 21,520

固定負債合計 52,268 60,855

負債合計 109,290 114,813

純資産の部   

株主資本   

資本金 17,076 17,076

資本剰余金 12,655 12,657

利益剰余金 64,243 60,317

自己株式 △2,540 △2,528

株主資本合計 91,435 87,523

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,980 7,339

繰延ヘッジ損益 186 268

土地再評価差額金 △12,084 △12,047

為替換算調整勘定 △4,484 △1,479

評価・換算差額等合計 △12,400 △5,918

少数株主持分 6,191 5,897

純資産合計 85,225 87,502

負債純資産合計 194,516 202,316
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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 115,210

売上原価 82,604

売上総利益 32,605

販売費及び一般管理費 22,081

営業利益 10,524

営業外収益  

受取利息 102

受取配当金 440

受取保険料 156

その他 414

営業外収益合計 1,114

営業外費用  

支払利息 605

為替差損 74

その他 445

営業外費用合計 1,125

経常利益 10,512

特別利益  

固定資産売却益 117

特別利益合計 117

特別損失  

減損損失 52

固定資産売却損 4

投資有価証券評価損 850

特別損失合計 907

税金等調整前四半期純利益 9,722

法人税、住民税及び事業税 2,795

法人税等調整額 699

法人税等合計 3,495

少数株主利益 578

四半期純利益 5,648
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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 9,722

減価償却費 5,427

減損損失 52

固定資産除売却損益（△は益） 2

投資有価証券評価損益（△は益） 850

貸倒引当金の増減額（△は減少） 34

退職給付引当金の増減額（△は減少） △416

売上債権の増減額（△は増加） △111

たな卸資産の増減額（△は増加） △5,589

仕入債務の増減額（△は減少） 5,595

その他 △2,289

小計 13,279

利息及び配当金の受取額 543

利息の支払額 △568

法人税等の支払額 △5,988

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,266

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

定期預金の払戻による収入 63

投資有価証券の取得による支出 △10

投資有価証券の売却による収入 1

関係会社出資金の払込による支出 △96

長期貸付けによる支出 △36

長期貸付金の回収による収入 56

固定資産の取得による支出 △7,058

固定資産の売却による収入 181

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,950

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） 569

長期借入れによる収入 100

長期借入金の返済による支出 △2,338

社債の償還による支出 △40

リース債務の返済による支出 △12

割賦債務の返済による支出 △257

配当金の支払額 △1,674

少数株主への配当金の支払額 △164

自己株式の取得による支出 △21

自己株式の売却による収入 7

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,832

現金及び現金同等物に係る換算差額 △449

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,966

現金及び現金同等物の期首残高 17,744

現金及び現金同等物の四半期末残高 13,778
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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。 

  

  

 
(注) １ 事業区分の方法 

  事業区分の方法は、内部管理上採用している区分によっております。 

  

２ 各事業区分の主要製品 

  

 
  

３ 会計処理基準の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 ４．（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」②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。 

 この変更により、従来の方法によった場合と比較して、当第３四半期連結累計期間の営業利益はパワト

ラ事業部門において234百万円、マテハン事業部門において196百万円それぞれ減少しております。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【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)

パワトラ 
事業部門 
(百万円)

マテハン
事業部門 
(百万円)

その他部門
(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

93,135 21,670 404 115,210 ― 115,210

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,406 35 1,273 2,714 (2,714) ―

計 94,542 21,705 1,677 117,925 (2,714) 115,210

営業利益 11,858 1,479 181 13,519 (2,995) 10,524

事業区分 主要製品

パワトラ 
事業部門

・伝動用チェーン
・搬送用チェーン
・ケーブル・ホース支持案内装置
・自動車部品
・一般産業用ベルト商品
・伝動装置

マテハン 
事業部門

・搬送システム、仕分けシステム、保管・ピッキングシステム
・コンベヤ、物流機器装置
・設備監視ソフト
・メンテナンスサービス

その他部門 ・ビルメンテナンス、保険代理業、ヘルスケア機器の販売 他
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(注) １ 国又は地域の区分の方法 

  国又は地域の区分の方法は、地理的近接度による区分によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米………………………アメリカ、カナダ 

(2) 欧州………………………オランダ、イギリス 

(3) アジア・オセアニア……台湾、中華人民共和国、シンガポール、タイ、オーストラリア 

(4) その他……………………ブラジル 

３ 会計処理基準の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 ４．（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」②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。 

 この変更により、従来の方法によった場合と比較して、当第３四半期連結累計期間の営業利益は日本に

おいて431百万円減少しております。 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分の方法 

  国又は地域の区分の方法は、地理的近接度による区分によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

 (1) 北米………………………アメリカ、カナダ 

 (2) 欧州………………………オランダ、イギリス 

 (3) アジア・オセアニア……台湾、中華人民共和国、シンガポール、タイ、オーストラリア 

 (4) その他の地域……………アフリカ、中近東、中南米 

３ 海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

  

該当事項はありません。 

【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)

日本 
(百万円)

北米
(百万円)

欧州
(百万円)

アジア・
オセア 
ニア 

(百万円)

その他
(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

79,974 19,527 6,174 9,428 104 115,210 ― 115,210

② セグメント間の内部
売上高又は振替高

14,269 438 7 664 ― 15,379 (15,379) ―

計 94,243 19,965 6,182 10,093 104 130,590 (15,379) 115,210

営業利益又は営業損失(△) 10,350 966 492 1,658 △ 10 13,457 (2,933) 10,524

【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)

北米 欧州
アジア・
オセアニア

その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 19,645 6,732 14,172 384 40,934

Ⅱ 連結売上高(百万円) 115,210

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

17.1 5.8 12.3 0.3 35.5

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

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)
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前年同四半期に係る連結財務諸表等 

  

（１）四半期連結損益計算書                              

 
  

「参考」

（単位：百万円）

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)

売上高 120,062

売上原価 84,234

売上総利益 35,828

販売費及び一般管理費 22,118

営業利益 13,709

営業外収益

 受取利息及び配当金 472

 その他 602

 計 1,075

営業外費用

 支払利息 754

 その他 945

 計 1,699

経常利益 13,085

特別利益

 関係会社株式売却益 149

 計 149

税金等調整前四半期純利益 13,234

法人税、住民税及び事業税 3,561

法人税等調整額 1,572

少数株主利益 794

四半期純利益 7,305
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（２）四半期連結キャッシュ・フロー計算書                              
（単位：百万円）

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)

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                   13,234

 減価償却費 5,393

 固定資産廃売却損益 181

 関係会社株式売却益 △ 149

 投資有価証券売却益 △ 1

 貸倒引当金の増加額 148

 退職給付引当金の増加額 11

 確定拠出年金移行に伴う未払金の減少額 △ 845

 売上債権の減少額 1,567

 たな卸資産の増加額 △ 3,736

 仕入債務の増加額 2,543

 その他 163

 小   計 18,511

 利息及び配当金の受取額 473

 利息の支払額 △ 756

 法人税等の支払額 △ 6,519

 営業活動によるキャッシュ・フロー 11,709

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 △ 0

 定期預金の払戻による収入 210

 有価証券の取得による支出 △ 1,172

 有価証券の売却による収入 4

 連結子会社株式の追加取得による支出 △ 5

 関係会社株式の売却による収入 173

 関係会社出資金の譲渡による収入 45

 長期貸付による支出 △ 47

 長期貸付金の回収による収入 39

 固定資産の取得による支出 △ 8,013

 固定資産の売却による収入 105

 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 8,659

財務活動によるキャッシュ・フロー

 短期借入金の純増加額 110

 長期借入による収入 500

 長期借入金の返済による支出 △ 2,226

 社債の償還による支出 △ 150

 割賦代金等の支払による支出 △ 263

 配当金の支払額 △ 1,308

 少数株主への配当金の支払額 △ 221

 自己株式の取得による支出 △ 1,076

 自己株式の売却による収入 2

 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 4,634

現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 62

現金及び現金同等物の減少額 △ 1,647

現金及び現金同等物の期首残高 14,618

新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 83

現金及び現金同等物の四半期末残高 13,054
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（３）セグメント情報                              

１ 事業の種類別セグメント情報 

 
  

２ 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)

パワトラ 
事業部門 
(百万円)

マテハン
事業部門 
(百万円)

その他部門
(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

99,331 20,312 418 120,062 ― 120,062

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,290 17 1,336 2,644 (2,644) ―

計 100,622 20,330 1,754 122,707 (2,644) 120,062

営業費用 86,611 18,055 1,575 106,241 111 106,353

営業利益 14,010 2,275 179 16,465 (2,756) 13,709

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)

日本 
(百万円)

北米
(百万円)

欧州
(百万円)

アジア・
オセア 
ニア 

(百万円)

その他
(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

80,663 23,803 7,501 8,034 60 120,062 ― 120,062

② セグメント間の内部
売上高又は振替高

13,483 369 13 632 ― 14,499 (14,499) ―

計 94,146 24,172 7,515 8,667 60 134,561 (14,499) 120,062

営業費用 82,505 22,172 6,704 7,100 55 118,538 (12,185) 106,353

営業利益 11,641 2,000 811 1,566 4 16,023 (2,314) 13,709
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