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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 137,764 ― 5,836 ― 5,322 ― 1,991 ―
20年3月期第3四半期 136,078 2.6 8,245 2.6 7,916 0.6 4,211 1.5

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 17.74 ―
20年3月期第3四半期 37.02 ―

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 113,050 47,955 37.5 390.23
20年3月期 120,463 49,084 36.6 387.15

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  42,409百万円 20年3月期  44,030百万円

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 ― 4.00 8.00
21年3月期 ― 4.50 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 1.00 5.50

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 157,000 △15.4 3,200 △71.2 2,400 △76.7 △1,250 ― △11.13

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  

（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  

(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） 

（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．平成20年11月13日に公表しました通期の連結業績予想について修正しております。 
２．平成20年５月16日に公表しました通期の配当予想について修正しております。 
３．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。 
４．当連結会計年度より、「四半期連結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 1 社 （社名 THAI SUMMIT PK CORPORATION LTD. ） 除外 ― 社 （社名 ）

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  114,007,210株 20年3月期  114,007,210株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  5,326,971株 20年3月期  277,922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  112,298,866株 20年3月期第3四半期  113,750,112株
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 当第３四半期連結累計期間の当社グループを取り巻く事業環境につきましては、世界的な自動車・建設機械の需要

の減少に伴い、一段と厳しい状況となっております。普通トラック国内需要は前年同期比約10千台減の52千台とな

り、輸出につきましても、上期までは堅調に推移しておりましたが、直近では前年同期に比べ減少しております。建

設機械の需要につきましては、国内・輸出共に低落傾向が見られるなど、先行きの不透明感が増してまいりました。

  海外におきましては、深刻化する米国経済の低迷を受け、当社の米国子会社PK U.S.A.,INC.の売上が大幅に減少い

たしました。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、1,377億64百万円(前年同期比1.2％増) となり、営業利益は

58億36百万円(前年同期比29.2％減)、経常利益は53億22百万円(前年同期比32.8％減)、四半期純利益は19億91百万円

(前年同期比52.7％減)となりました。 

 こうした状況の中、当社グループにおきましては、グループ全社を挙げて経費の削減、要員の適正化等、徹底した

コスト削減をスピードをもって推進する所存であります。 

 なお、前年同期比増減率につきましては、参考として記載しております。 

  

  

 当第３四半期末における総資産は、1,130億50百万円となり、前連結会計年度末比74億13百万円の減少となりまし

た。その主な要因は、受取手形及び売掛金、機械装置及び運搬具、投資有価証券の減少によるものであります。 

 負債は、650億94百万円となり、前連結会計年度末比62億84百万円の減少となりました。その主な要因は、短期・

長期借入金、未払法人税等、賞与引当金の減少によるものであります。 

 純資産は、479億55百万円となり、前連結会計年度末比11億28百万円の減少となりました。その主な要因は、自己

株式の取得、為替換算調整勘定の減少によるものであります。以上の結果、自己資本比率は37.5％になりました。 

 また、株主還元の一環として、 平成20年10月１日より自己株式の市場買付を行っており、その実施結果は10億75

百万円(５百万株)となりました。 

  

  

 当社グループは、利益体質の強化のため、コストの極小化や、業務の効率化といった諸施策を精力的に行なってま

いりました。しかしながら、普通トラック国内需要の落ち込みに加え、新興国・資源国におけるトラック・建設機械

需要の大幅な減少や、急激な為替変動等の要因により、事業環境が急速に悪化していることから、通期の業績予想を

変更し、連結売上高を1,570億円、営業利益を32億円、経常利益を24億円、当期純利益を△12億50百万円にそれぞれ

修正しております。 

  

    平成21年３月期第２四半期決算発表時(平成20年11月13日)に公表した通期の業績予想との差異は以下のとおりです。

  

  

  

  

  

  

  

  

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 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

   売上高   営業利益  経常利益  当期純利益 
一株当たり  

当期純利益 

 前回発表予想(Ａ) 
 百万円

 184,600

百万円

9,150

 百万円

8,600

 百万円

3,950

円 銭 

34.73

 今回修正予想(Ｂ)  157,000  3,200  2,400  △1,250  △11.13

 増減額(Ｂ－Ａ)  △27,600  △5,950  △6,200  △5,200 －

 増減率(％)  △15.0 △65.0 △72.1 △131.6 －

 前期実績 185,523 11,094 10,308 5,253 46.19
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   当第３四半期連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となりました。 

 （注）特定子会社に該当しております。 

  

①簡便な会計処理 

 （棚卸資産の評価方法） 

  当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期連結会計期間末の

 実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

 （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。 

 （繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法） 

  繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等に著しい変化が生じてお

 らず、かつ、一時差異等の発生状況が前連結会計年度末から大幅な変動がないと認められるので、前連結会計

 年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 （税金費用の計算） 

  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。 

  なお、法人税等調整額は、法人税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THB） 
主要な事業の内容 議決権の所有割合 関係内容 

（連結子会社）  

THAI SUMMIT PK 

CORPORATION LTD. 

タイ国ラヨン県  700,000
自動車部分品および

金型の製造 
50％ 役員の兼任５人 

（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 

 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 

 「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より適用し、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。この変更に伴い、従来の方法へよった場合と比べて、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13百万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り扱いの適用 

 「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り扱い」（企業会計基準委員会 平成18

年５月17日 実務対応報告18号）を第１四半期連結会計期間より適用しております。この変更に伴い、従来の方

法によった場合と比べて、営業利益は４百万円、経常利益、税金等調整前四半期純利益は1百万円、それぞれ減

少しています。 

 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 9,976 10,611

受取手形及び売掛金 25,632 31,934

商品及び製品 532 461

仕掛品 7,580 6,374

原材料及び貯蔵品 1,244 1,069

その他 3,665 3,250

貸倒引当金 △6 △6

流動資産合計 48,625 53,695

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 9,346 10,217

機械装置及び運搬具（純額） 14,026 15,628

土地 30,992 31,258

その他（純額） 6,954 5,352

有形固定資産合計 61,320 62,457

無形固定資産   

のれん 131 158

その他 676 742

無形固定資産合計 808 901

投資その他の資産   

投資その他の資産 2,379 3,497

貸倒引当金 △83 △87

投資その他の資産合計 2,296 3,409

固定資産合計 64,424 66,768

資産合計 113,050 120,463

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 27,147 27,411

短期借入金 13,432 14,432

未払法人税等 606 2,269

賞与引当金 1,065 2,276

引当金 71 95

その他 6,872 6,544

流動負債合計 49,195 53,030

固定負債   

長期借入金 3,580 5,739

再評価に係る繰延税金負債 10,102 10,102

引当金 307 309

その他 1,908 2,198

固定負債合計 15,899 18,348

負債合計 65,094 71,379
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,070 8,070

資本剰余金 2,075 2,077

利益剰余金 20,298 19,247

自己株式 △1,177 △89

株主資本合計 29,266 29,305

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △54 135

土地再評価差額金 14,755 14,755

為替換算調整勘定 △1,558 △166

評価・換算差額等合計 13,142 14,724

少数株主持分 5,546 5,054

純資産合計 47,955 49,084

負債純資産合計 113,050 120,463
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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 137,764

売上原価 123,833

売上総利益 13,930

販売費及び一般管理費 8,093

営業利益 5,836

営業外収益  

受取利息 119

受取配当金 32

賃貸収入 65

その他 48

営業外収益合計 265

営業外費用  

支払利息 287

為替差損 459

その他 32

営業外費用合計 779

経常利益 5,322

特別利益  

固定資産売却益 36

補助金収入 2

特別利益合計 39

特別損失  

固定資産除却損 101

固定資産売却損 0

投資有価証券評価損 602

減損損失 125

特別損失合計 829

税金等調整前四半期純利益 4,531

法人税等 2,198

少数株主利益 341

四半期純利益 1,991
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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 4,531

減価償却費 4,498

減損損失 125

のれん償却額 27

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,158

受取利息及び受取配当金 △151

支払利息 287

投資有価証券評価損益（△は益） 602

有形固定資産売却損益（△は益） △36

有形固定資産除却損 101

売上債権の増減額（△は増加） 4,484

仕入債務の増減額（△は減少） 1,513

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,753

その他 1,292

小計 14,365

利息及び配当金の受取額 123

利息の支払額 △268

法人税等の支払額 △3,835

営業活動によるキャッシュ・フロー 10,384

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 △999

定期預金の払戻による収入 831

有形固定資産の取得による支出 △6,043

有形固定資産の売却による収入 966

投資有価証券の取得による支出 △15

その他 △377

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,638

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） △729

長期借入れによる収入 78

長期借入金の返済による支出 △2,135

社債の償還による支出 △100

自己株式の取得による支出 △1,097

少数株主からの払込みによる収入 1,257

少数株主への配当金の支払額 △385

配当金の支払額 △966

その他 △241

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,318

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,216

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △788

現金及び現金同等物の期首残高 10,055

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,266
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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。 

  

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、自動車メーカー向けの自動車部分品の製造販売等の「自動車製品事業」を主に営んでお

りますが、「自動車製品事業」の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計額及び営業利益

の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、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。 

  

  

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国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

      その他の地域…中国、欧州 

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) 

     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。この変更に伴い、従来の方法によった場合と比べて、当第３四半期連結累計期間

の営業利益は日本で13百万円減少しております。 

  （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） 

   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。この変更に伴い、従来の方法によった場

合と比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利益は中国で4百万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 

〔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 

（百万円） 
タイ

（百万円）
アメリカ
（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  103,459  17,530  6,014  10,759  137,764  －  137,764

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 2,270  4  0  －  2,275  (2,275)  －

計  105,729  17,535  6,014  10,759  140,039  (2,275)  137,764

営業利益又は営業損失  7,487  394  △612  907  8,177  (2,340)  5,836
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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 国又は地域の区分は、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 その他の地域…中国、欧州 

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〕 

  タイ アメリカ その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  17,549  6,289  11,436  35,275

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  137,764

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合

（％） 
 12.7  4.6  8.3  25.6

（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（百万円）

Ⅰ 売上高  136,078

Ⅱ 売上原価  119,562

売上総利益  16,515

Ⅲ 販売費及び一般管理費  8,270

営業利益  8,245

Ⅳ 営業外収益  439

１．受取利息及び受取配当
金  144

２．その他  295

Ⅴ 営業外費用  768

１．支払利息  381

２．持ち分法による投資損
失  80

３．その他  307

４．経常利益  7,916

Ⅵ 特別利益  67

Ⅶ 特別損失  168

税金等調整前四半期 
純利益   7,815

法人税、住民税及び事業税  2,924

法人税等調整額  156

法人税等合計  3,080

少数株主利益  523

四半期純利益  4,211
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