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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 45,355 ― 2,144 ― 2,472 ― 1,239 ―
20年3月期第3四半期 48,548 21.9 2,724 43.6 2,828 44.7 2,266 98.6

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 44.99 ―
20年3月期第3四半期 85.93 ―

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 40,675 18,753 44.2 652.71
20年3月期 40,832 18,543 43.5 644.88

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  17,978百万円 20年3月期  17,763百万円

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 ― 0.00 ― 4.00 4.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

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 50,600 △23.2 1,050 △71.0 1,220 △68.2 300 △88.4 10.89

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、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。]  

(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 
(1)平成20年11月13日に公表いたしました通期の連結業績予想を本資料において修正しております。 
(2)期末配当金予想額につきましては、現時点では未定とさせていただき、通期の業績実績等を総合的に勘案した上でご提案させていただきます。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。 
(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載は、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あたっての注意事項等について、及び上記(1)に係る業績予
想の具体的内容は、４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。 
(4)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 ― 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  27,573,000株 20年3月期  27,573,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  28,725株 20年3月期  27,500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  27,544,814株 20年3月期第3四半期  26,371,264株



当第３四半期連結累計期間における経済環境は、これまで世界経済を牽引してきた新興諸国での経済成

長が大きく鈍化し、米国サブプライムローン問題に端を発した米国大手証券会社の経営破綻など世界的な

金融市場の混乱、株安や米国ドルなど主要通貨に対する円高の急速な進行に加え、原油価格の乱高下、原

材料価格の高騰等が企業収益を圧迫し、国内景気はかつてない程の厳しい局面を迎えました。 

このような情勢下において、売上高は前年同期実績を下回り453億５千５百万円となりました。一方、

損益面におきましては、売上減少の影響と設備投資の増加に加え、税制改正に基づく耐用年数の変更に伴

う減価償却費の増加が重なり、営業利益は21億４千４百万円、経常利益は24億７千２百万円、四半期純利

益は12億３千９百万円と、ともに前年同期実績を下回りました。 

  

事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

  

① エンジン部品事業 

建設機械市場におきましては、国内では景気の先行き不安等の影響により、建設投資が引き続き低

水準で推移し、海外では欧米地域を中心に金融収縮に伴う住宅投資の減少等により需要は前年同期比

で減少しました。このような環境のもと、売上高は前年同期実績を下回り237億６千８百万円となり

ました。損益面では、売上減少の影響と設備投資の増加に加え、税制改正に基づく耐用年数の変更に

伴う減価償却費の増加が重なり、営業利益は前年同期実績を下回り８億２千４百万円となりました。

  

② 自動車用部品事業 

トラック市場におきましては、国内では燃料価格高騰や景気の急減速に伴う企業の設備投資減少の

影響等により、需要は前年同期比で減少しました。海外では、資源国・新興国を中心に需要は堅調に

推移しました。このような環境のもと、売上高は前年同期実績を上回り214億７千２百万円となりま

した。損益面では、設備投資の増加に加え、税制改正に基づく耐用年数の変更に伴う減価償却費の増

加が重なり、営業利益は前年同期実績を下回り12億９百万円となりました。 

  

③ その他事業 

売上高は前年同期実績を下回り６億８千万円、営業利益は前年同期実績を下回り９千５百万円とな

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



所在地別セグメントの業績については、次のとおりであります。 

  

① 日本 

トラック市場におきましては、国内では燃料価格高騰や景気の急減速に伴う企業の設備投資減少の

影響等により、需要は前年同期比で減少し、海外では資源国・新興国を中心に需要は堅調に推移しま

した。建設機械市場におきましては、国内では景気の先行き不安等の影響により、建設投資が引き続

き低水準で推移し、海外では欧米地域を中心に金融収縮に伴う住宅投資の減少により需要は前年同期

比で減少しました。このような環境のもと、売上高は前年同期実績を下回り400億１千７百万円とな

りました。損益面では、売上減少の影響と設備投資の増加に加え、税制改正に基づく耐用年数の変更

に伴う減価償却費の増加が重なり、営業利益は前年同期実績を下回り12億３千万円となりました。 

  

② アジア 

タイ及びインドネシア向け自動車用部品の需要増により、売上高は前年同期実績を上回り69億９千

６百万円、営業利益は前年同期実績を上回り９億２千１百万円となりました。 

  

流動資産は、前連結会計年度末に比べ３億３千４百万円減少し、162億４千７百万円となりまし

た。これは、主に現金及び預金が19億４百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が22億５百万円

減少したことなどによります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べ１億７千６百万円増加し、244億２千７百万円となりまし

た。これは、設備投資を実施したことにより建設仮勘定が12億４千３百万円増加したものの、機械装

置及び運搬具が３億６千６百万円減少し、国内連結子会社の保有資産を減損処理したことにより土地

が２億９千６百万円減少し、また投資有価証券が３億４千４百万円減少したことなどによります。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ20億円減少し、129億６千８百万円となりました。これは、

設備投資を実施したことにより、その他の流動負債に含まれる未払金が15億１千１百万円増加したも

のの、支払手形及び買掛金が15億８千５百万円減少し、短期借入金が７億７千万円減少し、未払法人

税等が５億４千２百万円減少し、また賞与引当金が３億４千７百万円減少したことなどによります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ16億３千３百万円増加し、89億５千３百万円となりました。

これは、主に長期借入金が16億１千７百万円増加したことなどによります。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ２億９百万円増加し、187億５千３百万円となりました。

これは、利益剰余金が11億２千９百万円増加したものの、為替換算調整勘定が６億７百万円減少し、

またその他有価証券評価差額金が２億１千７百万円減少したことなどによります。 

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1)財政状態の変動状況

(資産)

(負債)

(純資産)



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、前連結会計年度

末に比べ19億４百万円増加し、33億２千８百万円となりました。 

営業活動の結果得られた資金は30億５千３百万円となりました。 

収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益22億１千７百万円、減価償却費14億８千万円、売上

債権の減少額19億５千２百万円であり、支出の主な内訳は、仕入債務の減少額13億３千８百万円及び

法人税等の支払額13億７千９百万円であります。 

投資活動の結果使用した資金は17億７千９百万円となりました。 

これは、主に有形固定資産の取得による支出17億７千９百万円によるものであります。 

財務活動の結果得られた資金は７億３千９百万円となりました。 

これは、長期借入れによる収入が27億６千１百万円であったものの、短期借入金の返済による支出

が15億円、長期借入金の返済による支出が３億９千７百万円であったことなどによるものでありま

す。 

  

今後の見通しにつきましては、米国発の金融危機に端を発した経済環境の大幅な悪化により、当社を取

り巻く経営環境は当面不透明な状況が続くものと想定しております。トラック市場及び建設機械市場とも

に需要の減少により、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)に公表した予想値を下記のように修正いたします。 

 
  

(2)キャッシュ・フローの状況

(イ) 営業活動によるキャッシュ・フロー

(ロ) 投資活動によるキャッシュ・フロー

(ハ) 財務活動によるキャッシュ・フロー

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
１株当たり
当期純利益

百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

前回発表予想（Ａ） 56,400 2,090 2,320 1,140 41.39

今回発表予想（Ｂ） 50,600 1,050 1,220 300 10.89

増減額（Ｂ－Ａ） △5,800 △1,040 △1,100 △840 ―

増減率（％） △10.3 △49.8 △47.4 △73.7 ―

前期実績(平成20年３月期) 65,893 3,623 3,833 2,592 97.22



該当事項はありません。 

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く年間償却予定額を期間

按分する方法によっております。 

なお、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。 

① 「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)を第１四半期連結会計期間から適用しております。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」(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、製品、半製品、原材料、仕掛品

は、主として先入先出法による原価法から主として先入先出法による原価法(収益性の低下による簿

価切下げの方法)に、貯蔵品は、主として移動平均法による原価法から主として移動平均法による原

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。 

この変更による当第３四半期連結累計期間の損益及びセグメント情報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」(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に与える影響はありません。 

④ 在外子会社の本邦通貨への換算基準の変更 

在外子会社の収益及び費用は、従来各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。これ

は、取引高の増加及び為替相場の急激な変動による期間損益への影響を平準化し、より適正な期間損

益を連結財務諸表に反映させるために行ったものであります。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の売上高が406,150千

円、営業利益が52,285千円、経常利益が61,165千円、税金等調整前四半期純利益が59,088千円それぞ

れ増加しております。 

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。 

⑤ 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においては、機械及び装置について平成20年度の法人税法の改正による法

定耐用年数の変更を契機として経済的耐用年数を見直した結果、耐用年数を12年から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、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、

それぞれ167,252千円減少しております。 

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)

(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 棚卸資産の評価方法

② 固定資産の減価償却の算定方法

(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



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 3,328,484 1,423,998

受取手形及び売掛金 10,234,825 12,440,482

製品 236,910 354,969

半製品 215,807 272,402

原材料 916,742 903,390

仕掛品 253,739 265,375

その他 1,060,721 920,827

流動資産合計 16,247,230 16,581,445

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 8,244,138 8,610,937

土地 10,989,507 11,286,000

その他（純額） 3,772,607 2,575,619

有形固定資産合計 23,006,252 22,472,557

無形固定資産   

のれん 259,008 281,898

その他 72,896 73,827

無形固定資産合計 331,904 355,725

投資その他の資産 1,089,650 1,422,904

固定資産合計 24,427,808 24,251,187

資産合計 40,675,038 40,832,633

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,156,114 9,741,333

短期借入金 1,383,736 2,154,221

未払法人税等 165,392 708,346

賞与引当金 210,694 557,908

その他 3,052,338 1,806,948

流動負債合計 12,968,276 14,968,758

固定負債   

長期借入金 2,845,717 1,228,635

再評価に係る繰延税金負債 4,103,719 4,103,719

退職給付引当金 1,677,167 1,809,910

その他 326,642 177,746

固定負債合計 8,953,246 7,320,011

負債合計 21,921,523 22,288,770



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,331,390 2,331,390

資本剰余金 1,416,546 1,416,546

利益剰余金 8,592,777 7,463,698

自己株式 △11,386 △10,934

株主資本合計 12,329,327 11,200,700

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 15,401 232,579

土地再評価差額金 5,953,280 6,042,925

為替換算調整勘定 △319,628 287,414

評価・換算差額等合計 5,649,053 6,562,919

少数株主持分 775,134 780,243

純資産合計 18,753,515 18,543,863

負債純資産合計 40,675,038 40,832,633



(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 45,355,742

売上原価 41,270,811

売上総利益 4,084,930

販売費及び一般管理費  

運送費 143,957

給料及び手当 765,663

賞与引当金繰入額 29,093

退職給付引当金繰入額 24,361

減価償却費 62,854

賃借料 79,486

租税公課 52,335

試験研究費 103,591

のれん償却額 22,889

その他 656,253

販売費及び一般管理費合計 1,940,487

営業利益 2,144,443

営業外収益  

受取利息 1,360

受取配当金 11,314

スクラップ売却収入 355,466

その他 90,033

営業外収益合計 458,175

営業外費用  

支払利息 61,632

為替差損 21,057

支払手数料 28,485

その他 18,666

営業外費用合計 129,842

経常利益 2,472,776

特別損失  

固定資産売却損 11,204

固定資産除却損 17,279

投資有価証券評価損 61,650

減損損失 140,834

過年度退職給付費用 24,108

特別損失合計 255,077

税金等調整前四半期純利益 2,217,699

法人税、住民税及び事業税 501,215

法人税等調整額 291,671

法人税等合計 792,887



（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) 

少数株主利益 185,550

四半期純利益 1,239,261



【第３四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

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) 

売上高 12,779,420

売上原価 11,777,602

売上総利益 1,001,818

販売費及び一般管理費  

運送費 55,443

給料及び手当 229,157

賞与引当金繰入額 29,093

退職給付引当金繰入額 7,450

減価償却費 22,751

賃借料 27,334

租税公課 21,586

試験研究費 32,516

のれん償却額 7,371

その他 197,253

販売費及び一般管理費合計 629,959

営業利益 371,858

営業外収益  

受取利息 46

受取配当金 3,107

スクラップ売却収入 108,666

その他 49,537

営業外収益合計 161,357

営業外費用  

支払利息 18,037

支払手数料 19,627

その他 7,603

営業外費用合計 45,268

経常利益 487,948

特別損失  

固定資産売却損 △115

固定資産除却損 △6

投資有価証券評価損 61,650

過年度退職給付費用 △755

特別損失合計 60,773

税金等調整前四半期純利益 427,174

法人税、住民税及び事業税 △103,926

法人税等調整額 219,913

法人税等合計 115,987

少数株主利益 62,047

四半期純利益 249,139



(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 2,217,699

減価償却費 1,480,161

減損損失 140,834

のれん償却額 22,889

退職給付引当金の増減額（△は減少） △123,560

受取利息及び受取配当金 △12,675

支払利息 61,632

為替差損益（△は益） 21,057

有形固定資産除売却損 28,483

投資有価証券評価損益（△は益） 61,650

売上債権の増減額（△は増加） 1,952,950

たな卸資産の増減額（△は増加） 66,049

仕入債務の増減額（△は減少） △1,338,777

未払消費税等の増減額（△は減少） △15,288

その他 △86,082

小計 4,477,025

利息及び配当金の受取額 12,675

利息の支払額 △56,164

法人税等の支払額 △1,379,737

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,053,798

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 △1,779,158

有形固定資産の売却による収入 2,998

投資有価証券の取得による支出 △3,587

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,779,748

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） △1,500,000

長期借入れによる収入 2,761,478

長期借入金の返済による支出 △397,720

自己株式の取得による支出 △451

配当金の支払額 △110,182

少数株主への配当金の支払額 △13,655

財務活動によるキャッシュ・フロー 739,469

現金及び現金同等物に係る換算差額 △109,033

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,904,486

現金及び現金同等物の期首残高 1,423,998

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,328,484



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) 

 
(注) １ 事業の業種等の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各区分の主な製品 

(1) エンジン部品事業 …… 産業用エンジン製造 

(2) 自動車用部品事業 …… 駆動・伝動装置部品製造等 

(3) その他事業 …………… 福利厚生施設の管理等 

３ 会計方針の変更 

 (在外子会社の本邦通貨への換算基準の変更) 

  「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載の通り、第１四半期連結会計期間から在

外子会社の収益及び費用の換算基準を変更しております。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売上高は「自動車用部品事業」が406,150千円増加しております。また、

営業利益は「自動車部品事業」が52,285千円増加しております。なお、「エンジン部品事業」及び「その他

事業」についてはセグメント情報に与える影響はありません。 

  

(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】

エンジン部品 
事業(千円)

自動車用部品
事業(千円)

その他事業
(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

23,768,022 21,472,600 115,118 45,355,742 ― 45,355,742

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― 157 565,474 565,631 (565,631) ―

計 23,768,022 21,472,757 680,593 45,921,373 (565,631) 45,355,742

営業利益 824,306 1,209,063 95,531 2,128,901 15,542 2,144,443



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国 

 アジア …… タイ、インドネシア 

３ 会計方針の変更 

 (在外子会社の本邦通貨への換算基準の変更) 

  「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載の通り、第１四半期連結会計期間から在

外子会社の収益及び費用の換算基準を変更しております。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売上高は「アジア」が406,150千円増加しております。また、営業利益は

「アジア」が52,285千円増加しております。なお、「日本」についてはセグメント情報に与える影響はあり

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) 

 
(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 

(1) アジア …………… タイ、インドネシア 

(2) その他の地域 …… アメリカ合衆国 

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。 

４ 会計方針の変更 

 (在外子会社の本邦通貨への換算基準の変更) 

  「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載の通り、第１四半期連結会計期間から在

外子会社の収益及び費用の換算基準を変更しております。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売上高は「アジア」が406,150千円増加しております。また、連結売上高

に占める海外売上高の割合は「アジア」が0.8％増加しております。なお、「その他の地域」についてはセ

グメント情報に与える影響はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

【所在地別セグメント情報】

日本(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

39,004,978 6,350,763 45,355,742 ― 45,355,742

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

1,012,798 645,972 1,658,770 (1,658,770) ―

計 40,017,776 6,996,735 47,014,512 (1,658,770) 45,355,742

営業利益 1,230,576 921,237 2,151,813 (7,370) 2,144,443

【海外売上高】

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 6,350,763 39,690 6,390,453

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 45,355,742

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

14.0 0.1 14.1

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



 
  

「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

(1)前第３四半期連結損益計算書

科     目

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)

金額(千円)

Ⅰ 売上高 48,548,154

Ⅱ 売上原価 43,928,305

   売上総利益 4,619,849

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,895,449

 １ 運送費 135,609

 ２ 給与手当 745,355

 ３ 賞与引当金繰入額 44,898

 ４ 退職給付引当金繰入額 19,426

 ５ 減価償却費 49,896

 ６ 賃借料 61,616

 ７ 租税公課 55,343

 ８ 試験研究費 74,894

 ９ のれん償却額 20,689

 10 その他 687,719

   営業利益 2,724,399

Ⅳ 営業外収益 273,490

 １ 受取利息 2,613

 ２ 受取配当金 17,600

 ３ 賃貸料 21,659

 ４ その他 231,616

Ⅴ 営業外費用 169,318

 １ 支払利息 125,413

 ２ 為替差損 21,797

 ３ その他 22,107

   経常利益 2,828,571

Ⅵ 特別損失 167,504

 １ 固定資産除却損 2,934

 ２ 役員退職慰労金 164,570

  税金等調整前四半期純利益 2,661,066

  法人税、住民税及び事業税 994,303

  法人税等調整額 △ 723,361

  少数株主利益 123,961

  四半期純利益 2,266,163



 
  

  

(2)前第３四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

 １ 税金等調整前四半期純利益 2,661,066

 ２ 減価償却費 1,349,637

 ３ のれん償却額 20,689

 ４ 退職給付引当金の増減額（△は減少） △ 141,246

 ５ 受取利息及び受取配当金 △ 20,213

 ６ 支払利息 125,413

 ７ 為替差損益（△は差益） 21,797

 ８ 役員退職慰労金打切支給 118,560

 ９ 有形固定資産除売却損 2,934

 10 売上債権の増減額（△は増加） △ 1,160,596

 11 たな卸資産の増減額（△は増加） △ 104,639

 12 仕入債務の増減額（△は減少） 919,859

 13 未払消費税等の増減額（△は減少） △ 119,582

 14 その他 24,869

小計 3,698,549

 15 利息及び配当金の受取額 20,213

 16 利息の支払額 △ 109,794

 17 法人税等の支払額 △ 1,308,696

   営業活動によるキャッシュ・フロー 2,300,272

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 有形固定資産の取得による支出 △ 1,323,963

 ２ 有形固定資産の売却による収入 62,765

 ３ 投資有価証券の取得による支出 △ 3,558

 ４ 事業の譲受による支出 △ 564,903

   投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,829,658

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 短期借入金の純増減額（△は減少） △ 1,600,000

 ２ 長期借入金の返済による支出 △ 384,759

 ３ 株式発行による収入 2,434,780

 ４ 自己株式の取得による支出 △ 1,803

 ５ 親会社による配当金の支払額 △ 66,770

 ６ 少数株主への配当金の支払額 △ 10,544

   財務活動によるキャッシュ・フロー 370,903

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 16,916

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 858,433

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,429,538

Ⅶ 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 10,000

Ⅷ 現金及び現金同等物の四半期末残高 2,297,971



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) 

 
(注) １ 事業の業種等の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各区分の主な製品 

(1) エンジン部品事業 …… 産業用エンジン製造 

(2) 自動車用部品事業 …… 駆動・伝動装置部品製造等 

(3) その他事業 …………… 福利厚生施設の管理等 

  

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) 

 
(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国 

 アジア …… タイ、インドネシア 

  

(3) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

エンジン部品 
事業(千円)

自動車用部品
事業(千円)

その他事業
(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

27,982,990 20,359,282 205,881 48,548,154 ― 48,548,154

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― 385 511,494 511,879 (511,879) ―

計 27,982,990 20,359,668 717,375 49,060,034 (511,879) 48,548,154

営業費用 26,840,166 18,924,421 588,261 46,352,849 (529,094) 45,823,754

営業利益 1,142,823 1,435,247 129,113 2,707,184 17,215 2,724,399

【所在地別セグメント情報】

日本 
(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

42,787,970 5,760,184 48,548,154 ― 48,548,154

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

917,061 551,458 1,468,519 (1,468,519) ―

計 43,705,031 6,311,642 50,016,673 (1,468,519) 48,548,154

営業費用 41,811,220 5,483,546 47,294,767 (1,471,012) 45,823,754

営業利益 1,893,810 828,095 2,721,906 2,493 2,724,399



前第３四半期連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19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又は地域 

(1) アジア …………… タイ、インドネシア 

(2) その他の地域 …… アメリカ 

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】

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 5,760,184 161,131 5,921,316

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 48,548,154

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

11.9 0.3 12.2




