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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 34,094 ― 1,808 ― 1,818 ― 966 ―
20年3月期第3四半期 36,567 19.5 3,640 57.7 3,575 63.7 2,055 94.9

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 32.92 ―
20年3月期第3四半期 70.00 67.22

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 44,908 18,858 40.6 621.73
20年3月期 46,675 18,915 39.3 624.53

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  18,248百万円 20年3月期  18,332百万円

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 ― 8.00 12.00
21年3月期 ― 6.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 0.00 6.00

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 40,000 △11.1 1,200 △53.8 1,100 △56.0 0 △100.0 0.00

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。  

(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、その他の特記事項 
（１）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仮定及び業績予想のご利用に当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。 
 
（２）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。 
 なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条
第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

新規 ― 社 （社名 ） 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 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  29,424,635株 20年3月期  29,424,635株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  73,087株 20年3月期  70,062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  29,352,440株 20年3月期第3四半期  29,359,325株



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 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的な金融資本危機の影響、為替市場の変動による企業

収益や個人消費の減少など、景気は急速に後退してまいりました。 

当社グループの関連いたしますトラック製造業界は、国内につきましては、設備投資の減少や建設需要の落ち

込み等による影響で、当第３四半期連結累計期間の普通トラック（積載量４トン以上）の国内登録台数が、

52,036台で前年同期に比べ16.8%の減少（10,542台減）となりました。また、輸出につきましても、円高、原油

安、信用収縮等の影響で、新興国・資源国向け輸出が急激に減少いたしました。このためトラックメーカー各社

は、下期以降、大幅な減産に踏み切り、当社グループの受注量も急減いたしました。 

 この結果、第３四半期連結累計期間における連結売上高は、340億94百万円となりました。損益面におきまし

ても、急激な売上高の減少の影響により、連結営業利益は18億８百万円、連結経常利益は18億18百万円、連結四

半期純利益は９億66百万円となりました。   
  
所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。 

 日本は売上高297億36百万円、営業利益22億21百万円、アジアは売上高66億47百万円、営業利益６億31百万

円、北米は売上高２億74百万円、営業損失２億49百万円となりました。 

 なお、前年同期比は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 

（１）資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

総資産については、前年度末比3.8％減の449億８百万円（前連結会計年度末は、466億75百万円）となり17億67

百万円減少いたしました。この主な要因は、前年度末に比べ受取手形及び売掛金が21億22百万円減少したことに

よるものであります。 

（負債） 

負債については、前年度末比6.2％減の260億49百万円（前連結会計年度末は、277億60百万円）となり17億10百

万円減少いたしました。この主な要因は、前年度末に比べ支払手形及び買掛金が13億88百万円減少したことと未

払法人税等の減少９億４百万円によるものであります。 

（純資産） 

純資産については、前年度末比0.3％減の188億58百万円（前連結会計年度末は、189億15百万円）となり56百万

円減少いたしました。この主な要因は、四半期純利益計上等に伴う利益剰余金の増加（９億66百万円）に配当金

の支払い（４億10百万円）、並びに株価下落等の影響によりその他有価証券評価差額金の減少（２億34百万円）

を加味したことによるものであります。この結果、自己資本比率は前年度末39.3%から40.6%となりました。 

  

（２）連結キャッシュ・フローの状況 

 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13億38百万円となりま

した。なお、当第３四半期連結累計期間における連結キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 

（営業活動におけるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、21億79百万円となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益15億

95百万円と減価償却費18億12百万円、売上債権の減少額18億52百万円に、仕入債務の減少額12億30百万円、たな

卸資産の増加額１億82百万円、法人税等の支払額14億72百万円を加味したことによるものであります。 

（投資活動におけるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果減少した資金は、22億51百万円となりました。この主な要因は、自動車部品等製造事業の設備投

資による有形固定資産の取得による支出20億90百万円によるものであります。 

（財務活動におけるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果増加した資金は、２億32百万円となりました。この主な要因は、短期借入金の増加額10億51百万

円に、長期借入金の約定弁済及び社債償還により長期の有利子負債が合計で６億71百万円減少したことと、配当

金の支払額４億７百万円を加味したことによるものであります。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

 平成21年１月15日に公表いたしました「通期連結業績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13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。 

 また、本日（平成21年２月12日）付で配当予想の修正をいたしました。詳細につきましては、本日公表の

「平成21年３月期 配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。  

  

― 記 ― 

  

１．平成21年３月期 通期連結業績予想数値の修正（平成20年４月１日 ～ 平成21年３月31日）   

（単位：百万円） 

  

２．修正の理由 

平成21年３月期通期の業績は、下期以降の世界的なトラック市場の急激な需要減少に加え、円高への推移な

どにより、売上高、営業利益、経常利益、当期純利益ともに、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）に公表いたしました予想値を下回る見込みです。 

  

（注）上記の業績予想数値につきましては、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。 

  

以  上 

  

  

  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） 45,000 2,600 2,500 1,500 51円10銭

今回修正予想 （B） 40,000 1,200 1,100 0 0円00銭

増減額 （B－A） △5,000 △1,400 △1,400 △1,500 －

増減率 (%) △11.1% △53.8% △56.0% △100.0% －

（ご参考） 

前期実績（平成20年３月期） 
47,282 4,429 4,349 3,010 102円54銭
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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連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

１．法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

  法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目及び税額控除項目を重要なものに限定する方

法によっております。 

 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、一時差異等の発生状況に著しい変

化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。 

  

（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 

・会計処理に関する事項の変更 

１．重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

たな卸資産 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、先入先出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、先入先出法による原価法（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。 

 これにより、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は、それぞ

れ59,108千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。  

２．「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。 

 なお、これによる損益に与える影響及びセグメント情報に与える影響は軽微であります。 

３．在外子会社等の資産又は負債等の本邦通貨への換算基準の変更 

 従来、在外子会社等の資産及び負債ならびに収益及び費用は決算日の直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び少数株主持分に含めて計上しておりましたが、第１四

半期連結会計期間より、在外子会社等の資産及び負債は在外子会社等の決算日の直物為替相場により、収益

及び費用は期中平均相場により円換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び少数株主持

分に含める方法に変更しております。 

 この変更は、近時の為替市場の動向を勘案し、為替相場の短期的な変動によって四半期決算と年度決算の

整合性が損なわれるリスクを回避するためにおこなったものであり、かつ、収益及び費用の各項目が連結会

計年度を通じて発生する在外子会社等の業績を、より正確に連結財務諸表に反映させるためのものでありま

す。 

 これにより、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売上高、営業利益、経常利

益、税金等調整前四半期純利益はそれぞれ628,602千円、38,446千円、71,723千円、71,267千円増加しており

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。 

・追加情報 

１．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の機械装置については、従来、耐用年数を２～11年としておりましたが、第１四

半期連結会計期間より２～９年に変更しました。 

 この変更は、法人税法改正を契機として、経済的耐用年数を見直したことによるものであります。 

 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76,024千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：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 1,338,442 1,223,320

受取手形及び売掛金 9,363,109 11,485,333

商品及び製品 998,480 997,536

仕掛品 1,049,188 1,076,721

原材料及び貯蔵品 1,295,631 1,184,508

繰延税金資産 229,988 474,365

その他 466,000 364,863

貸倒引当金 △20,993 △24,946

流動資産合計 14,719,847 16,781,703

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 16,744,779 16,271,733

減価償却累計額 △6,234,187 △5,819,687

建物及び構築物（純額） 10,510,592 10,452,045

機械装置及び運搬具 21,714,719 21,524,025

減価償却累計額 △15,750,919 △15,352,548

機械装置及び運搬具（純額） 5,963,800 6,171,476

土地 9,936,936 9,953,681

建設仮勘定 1,090,592 447,237

その他 6,929,151 7,067,576

減価償却累計額 △5,976,971 △5,934,600

その他（純額） 952,180 1,132,975

有形固定資産合計 28,454,101 28,157,417

無形固定資産   

ソフトウエア 15,671 12,098

その他 77,062 82,416

無形固定資産合計 92,734 94,514

投資その他の資産   

投資有価証券 505,669 707,421

出資金 228,716 228,716

繰延税金資産 739,814 481,626

その他 227,679 245,911

貸倒引当金 △16,611 △16,611

投資損失引当金 △43,476 △4,772

投資その他の資産合計 1,641,793 1,642,292

固定資産合計 30,188,629 29,894,223

資産合計 44,908,476 46,675,927



（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 6,514,249 7,902,762

短期借入金 3,609,270 2,934,232

1年内償還予定の社債 740,000 940,000

未払法人税等 31,305 935,965

賞与引当金 339,116 671,202

役員賞与引当金 37,500 100,000

設備関係支払手形 1,005,013 442,998

その他 1,518,349 1,555,075

流動負債合計 13,794,804 15,482,237

固定負債   

社債 － 540,000

長期借入金 2,796,115 2,456,752

繰延税金負債 22,672 －

再評価に係る繰延税金負債 3,060,995 3,060,995

退職給付引当金 2,450,505 2,323,118

長期前受金 551,427 571,278

長期預り保証金 1,877,640 1,845,502

長期預り敷金 1,344,000 1,344,000

その他 151,597 136,449

固定負債合計 12,254,953 12,278,097

負債合計 26,049,758 27,760,334

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,617,309 4,617,309

資本剰余金 250,000 250,149

利益剰余金 9,210,803 8,662,765

自己株式 △26,627 △25,543

株主資本合計 14,051,485 13,504,680

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △95,632 138,412

繰延ヘッジ損益 △17,883 △19,251

土地再評価差額金 4,645,721 4,645,721

為替換算調整勘定 △334,861 63,187

評価・換算差額等合計 4,197,344 4,828,070

少数株主持分 609,888 582,841

純資産合計 18,858,718 18,915,592

負債純資産合計 44,908,476 46,675,927



（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 34,094,649

売上原価 29,780,779

売上総利益 4,313,869

販売費及び一般管理費 2,505,826

営業利益 1,808,043

営業外収益  

受取利息 1,241

受取配当金 11,536

作業屑売却益 149,928

固定資産賃貸料 6,930

その他 62,694

営業外収益合計 232,331

営業外費用  

支払利息 160,114

為替差損 55,114

その他 7,110

営業外費用合計 222,338

経常利益 1,818,036

特別利益  

固定資産売却益 34,820

貸倒引当金戻入額 3,952

持分変動利益 25,609

特別利益合計 64,382

特別損失  

固定資産売却損 1,178

固定資産廃棄損 34,337

投資有価証券評価損 193,639

会員権評価損 19,228

投資損失引当金繰入額 38,704

特別損失合計 287,087

税金等調整前四半期純利益 1,595,331

法人税、住民税及び事業税 392,556

法人税等調整額 161,190

法人税等合計 553,747

少数株主利益 75,228

四半期純利益 966,356



（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 1,595,331

減価償却費 1,812,211

賞与引当金の増減額（△は減少） △322,478

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △62,500

退職給付引当金の増減額（△は減少） 113,726

受取利息及び受取配当金 △12,778

支払利息 160,114

固定資産売却損益（△は益） △33,642

固定資産廃棄損 34,337

投資有価証券評価損益（△は益） 193,639

持分変動損益（△は益） △25,609

売上債権の増減額（△は増加） 1,852,344

たな卸資産の増減額（△は増加） △182,534

仕入債務の増減額（△は減少） △1,230,136

未収消費税等の増減額（△は増加） △1,055

未払消費税等の増減額（△は減少） △124,104

未払金の増減額（△は減少） △212,264

その他 211,240

小計 3,765,840

利息及び配当金の受取額 12,778

利息の支払額 △125,830

法人税等の支払額 △1,472,850

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,179,937

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 △2,090,918

有形固定資産の売却による収入 182,332

無形固定資産の取得による支出 △3,483

投資有価証券の取得による支出 △368,338

貸付けによる支出 △500

貸付金の回収による収入 805

その他 28,583

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,251,518

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 5,041,400

短期借入金の返済による支出 △3,989,600

長期借入れによる収入 1,529,250

長期借入金の返済による支出 △1,460,650

社債の償還による支出 △740,000

少数株主からの払込みによる収入 79,536

配当金の支払額 △407,771

その他 180,715

財務活動によるキャッシュ・フロー 232,880

現金及び現金同等物に係る換算差額 △14,782

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 146,517

現金及び現金同等物の期首残高 1,191,924

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,338,442



 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。 

 なお、第２四半期連結会計期間から、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内

閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務

諸表規則に基づいて作成しております。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

 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３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日）及び当第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） 

 自動車部品等製造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％超であり、かつ、セグメント別の資産についても前連結会計年度末に

比べて著しい変動がないため、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。  
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〔所在地別セグメント情報〕 

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） 

  

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 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

アジア：タイ国・中国 

北米：米国 

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） 

 「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」１．（1）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。これにより、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

が、「日本」で 千円減少しております。 

 （在外子会社等の資産又は負債の本邦通貨への換算基準） 

 「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」１．（3）に記載のとおり、第１四

半期連結会計期間より、在外子会社等の資産及び負債は在外子会社等の決算日の直物為替相場により、収益

及び費用は期中平均相場により円換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び少数株主持

分に含める方法に変更しております。これにより、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累

計期間の外部顧客に対する売上高は「アジア」で 千円、「北米」で 千円それぞれ増加し、営業

利益は「アジア」で 千円増加し、「北米」においては営業損失が 千円増加しております。 

４ 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、当社及び国内連結子会社は、法人税法改正を契機として、経済的耐用年数

を見直したことにより、機械装置については、従来、耐用年数を２～11年としておりましたが、第１四半期

連結会計期間より２～９年に変更しております。 

 これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益は、「日本」で 千円減少しております。 

  

  

  
日本 

 （千円） 
アジア 
（千円） 

北米 
（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  8,072,567  1,360,991  3,723  9,437,281  －     9,437,281

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 168,814  525,966  3,708  698,490  (698,490)  －

計  8,241,381  1,886,958  7,432  10,135,772  (698,490)   9,437,281

営業利益又は営業損失（△）  245,977  113,090  △216,009  143,058  (264,846)   △121,787

  
日本 

 （千円） 
アジア 
（千円） 

北米 
（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  29,358,886  4,724,156  11,606  34,094,649  －  34,094,649

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 377,273  1,923,526  262,893  2,563,693  (2,563,693)  －

計  29,736,160  6,647,682  274,500  36,658,343  (2,563,693)  34,094,649

営業利益又は営業損失（△）  2,221,733  631,619  △249,841  2,603,510  (795,467)   1,808,043

59,108

626,589 2,013

41,423 2,976

76,024
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〔海外売上高〕  

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） 

  

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 

北米   ：米国 

アジア  ：タイ国・中国 

ヨーロッパ：ベルギー 

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。 

４ 会計処理の方法の変更 

 （在外子会社等の資産又は負債の本邦通貨への換算基準） 

 「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」１．（3）に記載のとおり、第１四

半期連結会計期間より、在外子会社等の資産及び負債は在外子会社等の決算日の直物為替相場により、収益

及び費用は期中平均相場により円換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び少数株主持

分に含める方法に変更しております。これにより、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累

計期間の売上高は「北米」で 千円、「アジア」で 千円それぞれ増加しております。 

  

  

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 

  

  北米 アジア ヨーロッパ 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  293,266  1,264,133  11,289  1,568,689

Ⅱ 連結売上高（千円）         9,437,281

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 3.1  13.4  0.1  16.6

  北米 アジア ヨーロッパ 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  858,776  4,938,903  33,889  5,831,568

Ⅱ 連結売上高（千円）         34,094,649

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 2.5  14.5  0.1  17.1

2,013 626,589
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（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 
（自 平成19年４月１日 

至 平成19年12月31日） 

区分 金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高        36,567,458  100.0

Ⅱ 売上原価        30,487,955  83.4

売上総利益        6,079,503  16.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費        2,439,169  6.6

営業利益        3,640,333  10.0

Ⅳ 営業外収益        176,343  0.5

Ⅴ 営業外費用        241,444  0.7

経常利益        3,575,232  9.8

Ⅵ 特別利益        14,235  0.0

Ⅶ 特別損失        341,379  0.9

税金等調整前四半期純利益        3,248,087  8.9

法人税、住民税及び事業税        1,133,523  3.1

法人税等調整額        △23,984  △0.0

少数株主利益        83,502  0.2

四半期純利益        2,055,047  5.6
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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 
（自 平成19年４月１日 

至 平成19年12月31日） 

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純利益  3,248,087

減価償却費  1,770,010

退職給付引当金の増減（△）額   108,167

支払利息   212,591

売上債権の増（△）減額   △684,373

たな卸資産の増（△）減額   △306,321

仕入債務の増減（△）額   735,202

その他  △59,401

小計  5,023,963

法人税等の支払額   △1,852,675

その他  △162,273

営業活動によるキャッシュ・フロー  3,009,013

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   △2,737,972

有形固定資産の売却による収入  15,113

投資有価証券の取得による支出  △139,228

その他   204,030

投資活動によるキャッシュ・フロー  △2,658,056

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入の純増減（△）額  561,000

長期借入による収入   1,800,000

長期借入金の返済による支出  △1,345,938

社債償還による支出   △740,000

転換社債型新株予約権付社債の繰上償還に
よる支出  

 △1,515,000

配当金の支払額   △350,423

その他   569,121

財務活動によるキャッシュ・フロー  △1,021,240

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  285

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減（△）額  △669,997

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,599,386

Ⅶ 連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の
増加額 

 350,304

Ⅷ 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同
等物の増加額 

 41,983

Ⅸ 現金及び現金同等物の四半期末残高  1,321,676
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