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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 99,769 △7.5 2,851 31.6 1,955 10.0 △1,605 ―

20年3月期第3四半期 107,838 8.5 2,166 △26.0 1,777 △32.1 654 △48.7

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 △42.31 ―

20年3月期第3四半期 17.29 17.17

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 76,684 19,891 22.7 459.36
20年3月期 81,406 23,745 25.8 554.23

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  17,443百万円 20年3月期  21,016百万円

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  

   期末配当につきましては、現時点において未定であります。  

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 ― ― ― 9.00 9.00
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― ― ―

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 122,500 △15.5 1,000 △74.3 100 △97.1 △3,700 ― ―

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 
・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。 
・記載した予想数値は、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
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  39,511,728株 20年3月期  39,511,728株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  1,537,047株 20年3月期  1,590,409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  37,960,325株 20年3月期第3四半期  37,857,363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 

第３四半期連結累計期間における経済環境は、米国発の金融危機の影響を受け、世界的に景気後退が本格化

しました。自動車の販売台数は、主要市場である日本及び北米で急激な落ち込みをみせました。 

このような経営環境の中で、当社グループの当第３四半期連結累計期間の連結売上高は、米国子会社の決算

期変更による影響(７ヶ月の連結)と円高による為替の影響も重なり、997億69百万円と、前年同期に比べ、80

億68百万円（△7.5％）の減収となりました。 

一方、利益面につきましては、合理化によるコストの削減及び設備投資の抑制、生産人員の 適化を図る等、

さまざまな原価改善施策に取り組んだことにより、営業利益は28億51百万円と前年同期に比べ６億85百万円

（＋31.6％）、経常利益は19億55百万円と前年同期に比べ１億77百万円（＋10.0％）の増益となりましたが、

投資有価証券評価損の計上等の影響により、16億５百万円の四半期純損失（前年同期は６億54百万円の利益）

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 

売上高は472億95百万円と前年同期に比べ30億92百万円(＋7.0％)の増収となりましたが、第３四半期

における大幅な減産の影響から16億94百万円の営業損失（前年同期は９億70百万円の営業損失）となり

ました。 

(2) 北米 

米国子会社の決算期変更の影響もあり、売上高は350億92百万円と前年同期に比べ134億20百万円(△

27.7％)の減収となりましたが、新規車種の受注と合理化活動の効果により、営業利益は24億19百万円

と前年同期に比べ38百万円(＋1.6％)の増益となりました。 

(3) 欧州 

売上高は130億41百万円と前年同期に比べ14億99百万円(＋13.0％)の増収となり、営業利益は英国で

の受注車種の堅調な販売効果に加えユーロ高の為替影響もあり、12億49百万円と前年同期に比べ12億23

百万円の大幅増益となりました。 

(4) アジア 

売上高は43億39百万円と前年同期に比べ７億60百万円(＋21.2％)の増収となり、営業利益は10億44百

万円と前年同期に比べ２億13百万円(＋25.7％)の増益となりました。 

 

(注) 当連結会計年度より四半期会計基準等を適用したため、上記における前年同四半期との対比につきま  

しては、業績説明上の参考として記載しております。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

当第３四半期末における総資産は766億84百万円となり、前連結会計年度末に比べ47億22百万円の減少と

なりました。これは主に、受取手形及び売掛金等の流動資産が59億10百万円減少した一方、工具、器具及

び備品等の有形固定資産の増加等により固定資産が11億88百万円増加したことによるものであります。 

（負債） 

当第３四半期末における負債は567億92百万円となり、前連結会計年度末に比べ８億67百万円の減少とな

りました。これは主に、支払手形及び買掛金が48億77百万円減少し、借入金が18億48百万円増加したこと

等によるものであります。 

（純資産） 

当第３四半期末における純資産は198億91百万円となり、前連結会計年度末に比べ38億54百万円の減少と

なりました。これは主に、前連結会計年度末に比べ、四半期純損失等により利益剰余金が20億10百万円、

株式市況の低迷によりその他有価証券評価差額金が６億97百万円、円高によりマイナスの為替換算調整勘

定が８億77百万円増加したこと等によるものであります。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、減価償却費等から41億93百万円

の資金を獲得いたしました。投資活動によるキャッシュ・フローでは、有形固定資産の取得等により48億

94百万円の資金を使用いたしました。財務活動によるキャッシュ・フローでは、短期借入金の増加により

５億64百万円の資金を獲得いたしました。これらの活動の結果、当第３四半期末における連結ベースの現

金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ２億96百万円減少し、15億96百万円となりました。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

本日開示の「業績予想の修正及び配当予想の修正に関するお知らせ」に記載のとおり、平成20年11月10

日に公表いたしました連結業績予想について、下記のとおり修正しております。 

 

    連結売上高     1,225億円   (前連結会計年度比△15.5％) 

    連結営業利益     10億円   (前連結会計年度比△74.3％) 

    連結経常利益     １億円   (前連結会計年度比△97.1％) 

    連結当期純利益   △37億円   (前連結会計年度比－％) 

 

なお、今後の為替レートは、１米ドル＝90円を想定しております。 

 

※上記の業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、今後の経済情勢、事業運営

や為替変動等の内外の状況変化により、実際の業績は記載の予想数値と異なる可能性があります。 

 

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） 

該当事項はありません。 

(2) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

(3) 連結子会社の四半期連結決算日の変更 

連結子会社Ｍ－ＴＥＫ ＩＮＣ.の決算日は２月末日でありましたが、当該決算日を12月末日に変更した

ことに伴い、当第３四半期連結累計期間は平成20年３月１日から平成20年９月30日までの７ヶ月間を連結

しております。 

(4) 四半期財務諸表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等の適用 

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 

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」(企業会計基準委員会 平成19

年３月14日 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 

「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 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、原価法から原価法(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。 

この結果、従来の方法によった場合に比べ、当第３四半期連結累計期間の売上総利益、営業利益、経常

利益及び税金等調整前四半期純利益がそれぞれ43百万円減少しております。 

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。 

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 

「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」(企業会計基準委員会 平

成18年５月17日 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。 

この結果、従来の方法によった場合に比べ、当第３四半期連結累計期間の売上総利益が50百万円、営業

利益が56百万円、経常利益及び税金等調整前四半期純利益がそれぞれ12百万円減少しております。 

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。 

④ リース取引に関する会計基準等の適用 

「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成５年６月17日 終改正日平成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

６年１月18日 終改正日平成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

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

3



河西工業㈱（7256）平成21年３月期 第３四半期決算短信 
 

 

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。 

この結果、従来の方法によった場合に比べ、当第３四半期連結累計期間の建物が７百万円、工具・器具

及び備品が24億73百万円、無形固定資産が８百万円、それぞれ多く計上されておりますが、損益に与える

影響は軽微であります。 

⑤ 在外子会社の財務諸表項目の換算 

在外子会社の収益及び費用は、従来、子会社の決算日の直物為替相場により円貨に換算しておりました

が、第１四半期連結会計期間より期中平均相場により円貨に換算する方法に変更しております。この変更

は、四半期報告制度の導入を受け、為替相場による四半期毎の連結収益及び費用の額と、連結会計年度の

収益及び費用の額の乖離を少なくすることにより、各四半期並びに連結会計年度における企業状況をより

実状に即して表示するためのものであります。 

この結果、従来の方法によった場合に比べ、当第３四半期連結累計期間の売上高が17億71百万円、営業

利益が１億45百万円、経常利益及び税金等調整前四半期純利益がそれぞれ97百万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。 

 

（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、第１四半期連結会計期間より、減価償却資産の耐用年数等に関する平成20年

度法人税法の改正を契機として、利用状況を見直した結果、改正後の法人税法に基づく耐用年数を適用して

おります。 

この結果、従来の方法によった場合に比べ、当第３四半期連結累計期間の売上総利益、営業利益、経常利

益及び税金等調整前四半期純利益がそれぞれ２億29百万円減少しております。 

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：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 1,596 1,893

  受取手形及び売掛金 16,506 20,332

  製品 436 534

  原材料 2,139 2,373

  仕掛品 3,681 3,884

  その他 2,834 4,076

  貸倒引当金 △36 △26

  流動資産合計 27,158 33,068

 固定資産 

  有形固定資産 

   建物及び構築物 28,040 27,747

    減価償却累計額 △12,697 △12,270

    建物及び構築物（純額） 15,342 15,477

   機械装置及び運搬具 40,902 41,317

    減価償却累計額 △28,046 △28,493

    機械装置及び運搬具（純額） 12,855 12,823

   工具、器具及び備品 18,948 15,371

    減価償却累計額 △14,108 △12,893

    工具、器具及び備品（純額） 4,839 2,478

   土地 5,723 5,697

   建設仮勘定 3,465 3,568

   有形固定資産合計 42,225 40,046

  無形固定資産 2,573 2,053

  投資その他の資産 

   投資有価証券 2,788 4,724

   その他 1,945 1,520

   貸倒引当金 △7 △7

   投資その他の資産合計 4,726 6,238

  固定資産合計 49,526 48,338

 資産合計 76,684 81,406
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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 13,159 18,037

  短期借入金 15,487 12,195

  未払法人税等 540 750

  賞与引当金 940 1,026

  その他 10,114 8,526

  流動負債合計 40,242 40,536

 固定負債 

  長期借入金 11,571 13,015

  退職給付引当金 2,251 2,519

  役員退職慰労引当金 15 70

  その他 2,713 1,518

  固定負債合計 16,550 17,123

 負債合計 56,792 57,660

（純資産の部） 

 株主資本 

  資本金 5,821 5,821

  資本剰余金 5,156 5,155

  利益剰余金 9,647 11,657

  自己株式 △492 △504

  株主資本合計 20,131 22,129

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 328 1,026

  為替換算調整勘定 △3,016 △2,139

  評価・換算差額等合計 △2,688 △1,112

 少数株主持分 2,447 2,729

 純資産合計 19,891 23,745

負債純資産合計 76,684 81,406
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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 99,769 

売上原価 87,919 

売上総利益 11,849 

販売費及び一般管理費 8,998 

営業利益 2,851 

営業外収益  

 受取利息 35 

 受取配当金 59 

 その他 157 

 営業外収益合計 252 

営業外費用  

 支払利息 367 

 為替差損 719 

 その他 62 

 営業外費用合計 1,149 

経常利益 1,955 

特別利益  

 前期損益修正益 22 

 固定資産売却益 18 

 受取補償金 47 

 その他 13 

 特別利益合計 101 

特別損失  

 固定資産除却損 42 

 減損損失 11 

 投資有価証券評価損 845 

 その他 13 

 特別損失合計 913 

税金等調整前四半期純利益 1,143 

法人税、住民税及び事業税 1,475 

法人税等調整額 826 

法人税等合計 2,302 

少数株主利益 446 

四半期純損失（△） △1,605 
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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 1,143 

 減価償却費 5,006 

 減損損失 11 

 引当金の増減額(△は減少) △385 

 受取利息及び受取配当金 △94 

 支払利息 367 

 有形固定資産売却損益(△は益) △17 

 有形固定資産除却損 42 

 受取補償金 △47 

 売上債権の増減額(△は増加) 3,336 

 たな卸資産の増減額(△は増加) 200 

 仕入債務の増減額(△は減少) △4,586 

 その他 1,036 

 小計 6,012 

 利息及び配当金の受取額 94 

 利息の支払額 △372 

 法人税等の支払額 △1,588 

 補償金の受取額 47 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 4,193 

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 △6,116 

 有形固定資産の売却による収入 2,440 

 その他 △1,219 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △4,894 

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) 3,239 

 長期借入金の返済による支出 △1,360 

 配当金の支払額 △341 

 少数株主への配当金の支払額 △305 

 その他 △667 

 財務活動によるキャッシュ・フロー 564 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △158 

現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △296 

現金及び現金同等物の期首残高 1,893 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,596 
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

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） 

   当社及び連結子会社の事業は、全セグメントの売上高の合計及び営業損益の絶対値に占める「自動車内装 

   部品事業」の割合が90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しています。 

 

【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） 

 
日本 

(百万円) 

北米 

(百万円)

欧州 

(百万円)

アジア 

(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 47,295 35,092 13,041 4,339 99,769 － 99,769

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 

2,166 － － 330 2,496 （2,496） －

計 49,461 35,092 13,041 4,669 102,265 （2,496） 99,769

営業利益又は営業損失(△) △1,694 2,419 1,249 1,044 3,019 （167） 2,851

(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は、地理的近接度によっております。 

(2)「北米」の区分に属する主な国又は地域は、米国であります。 

(3)「欧州」の区分に属する主な国又は地域は、英国であります。 

(4)「アジア」の区分に属する主な国又は地域は、中国であります。 

 

２ 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に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更」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」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 

企業会計基準第９号)を適用し、評価基準については、原価法から原価法(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。 

この結果、従来の方法によった場合に比べ、当第３四半期連結累計期間の「日本」の営業損失が43百

万円増加しております。 

 

「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」に記載のとおり、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」

(企業会計基準委員会 平成18年５月17日 実務対応報告第18号)を適用し、連結決算上必要な修正を行

っております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べ、当第３四半期連結累計期間の「欧州」の営業利益が51百

万円、「アジア」の営業利益が５百万円、それぞれ減少しております。 

 

「四半期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」に記載のとおり、第１四

半期連結会計期間より、在外子会社の収益及び費用については、期中平均相場により円貨に換算する方

法に変更しております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べ、当第３四半期連結累計期間の「北米」の売上高が６億27

百万円、営業利益が40百万円、「欧州」の売上高が11億50百万円、営業利益が１億10百万円、それぞれ

増加し、「アジア」の売上高が５百万円、営業利益が４百万円、それぞれ減少しております。 
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３ 追加情報 

 「追加情報」に記載のとおり、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、減価償却資産

の耐用年数等に関する平成20年度法人税法の改正を契機として、利用状況を見直した結果、改正後の法

人税法に基づく耐用年数を適用しております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べ、当第３四半期連結累計期間の「日本」の営業損失が２億

29百万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） 

 

 北米 欧州 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 35,092 13,070 4,451 52,615

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － 99,769

Ⅲ 連結売上高に占める海外
売上高の割合（％） 

35.2 13.1 4.4 52.7

(注) １ 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 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は、地理的近接度によっております。 

(2) 「北米」の区分に属する主な国又は地域は、米国であります。 

(3) 「欧州」の区分に属する主な国又は地域は、英国であります。 

(4) 「その他の地域」の区分に属する主な国又は地域は、中国であります。 

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」に記載のとおり、当第１

四半期連結会計期間より、在外子会社の収益及び費用については、期中平均相場により円貨に換算する

方法に変更しております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べ、当第３四半期連結累計期間の「北米」の売上高が６億27

百万円、「欧州」の売上高が11億50百万円それぞれ増加し、「アジア」の売上高が５百万円減少してお

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 

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） 

該当事項はありません。
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「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 

（単位:百万円） 

前四半期 

（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年12月31日） 
科   目 

金  額 

Ⅰ 

Ⅱ 

売上高 

売上原価 

107,838 

96,393 

 

Ⅲ 

売上総利益 

販売費及び一般管理費 

11,444 

9,277 

 

Ⅳ 

Ⅴ 

営業利益 

営業外収益 

営業外費用 

2,166 

280 

669 

 

Ⅵ 

Ⅶ 

経常利益 

特別利益 

特別損失 

1,777 

97 

108 

 

 

 

税金等調整前四半期純利益 

税金費用 

少数株主利益 

1,767 

853 

259 

 四半期純利益 654 

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 
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(2) (要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位:百万円） 

 

前四半期 

（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年12月31日） 

区  分 金  額 

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 

 減価償却費 

 売上債権の増加額 

 たな卸資産の増減額(△は増加) 

 仕入債務の増減額(△は減少) 

 その他 

 

1,767 

4,633 

△1,047 

△953 

906 

489 

     小計 5,796 

  法人税等の支払額 

 その他 

△1,050 

△441 

   営業活動によるキャッシュ・フロー 4,304 

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 

 有形固定資産の売却による収入 

 その他 

 

△7,379 

2,706 

△414 

   投資活動によるキャッシュ・フロー △5,087 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

 短期借入金の増減額(純額) 

 長期借入による収入 

 長期借入金の返済による支出 

 配当金の支払額 

 その他 

 

2,791 

300 

△1,754 

△340 

△102 

 財務活動によるキャッシュ・フロー 894 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 21 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 133 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 831 

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 964 

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 
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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（自 平成19年４月１日 至平成19年12月31日） 

   当社及び連結子会社の事業は、全セグメントの売上高の合計及び営業損益の絶対値に占める「自動車内装 

   部品事業」の割合が90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

 

【所在地別セグメント情報】 

  前四半期（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 

(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 44,203 48,512 11,542 3,579 107,838 － 107,838

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 

3,484 － － 145 3,629 （3,629） －

計 47,687 48,512 11,542 3,724 111,467 （3,629） 107,838

営業費用 48,657 46,132 11,516 2,893 109,199 （3,528） 105,671

営業利益又は営業損失(△) △970 2,380 26 831 2,267 △100 2,166

 

 

 

【海外売上高】 

  前四半期（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日）

 北米 欧州 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 49,051 11,599 3,679 64,329

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － 107,838

Ⅲ 連結売上高に占める海外
売上高の割合（％） 

45.5 10.8 3.4 59.7
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