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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 66,819 ― 5,804 ― 5,970 ― 2,700 ―

20年3月期第3四半期 68,573 1.7 6,236 23.3 6,336 14.2 3,121 8.1

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 52.55 ―

20年3月期第3四半期 60.05 ―

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 86,184 63,204 68.3 1,152.66
20年3月期 87,404 62,633 66.8 1,135.38

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  58,900百万円 20年3月期  58,399百万円

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 ― 6.00 ― 7.00 13.00
21年3月期 ― 7.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 7.00 14.00

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 82,000 △12.7 5,000 △42.8 5,300 △36.5 2,200 △45.3 42.93

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、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)上記の資料は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって大きく異なる可能性がありま
す。 
(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  54,021,824株 20年3月期  54,021,824株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  2,921,976株 20年3月期  2,585,574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  51,395,297株 20年3月期第3四半期  51,984,650株
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＜プレス関連製品＞ 
  当第３四半期（累計期間、以下同じ）におきましては、第２四半期以降の世界的な景気低迷による自動
車メーカー各社の減産の影響により、国内、海外とも売上を減少させております。特に北米工場におきま
しては、円高の影響もあり大きく売上を減少させました。この結果、プレス関連製品全体では387億3百万
円、前年同期比16億2千8百万円の減収となりました。 
 ＜非プレス関連製品＞ 
  冷凍機器（冷凍車）部門におきましては、物流システム部門で冷凍・冷蔵倉庫の大型物件の受注があっ
たものの、景気の悪化に伴う企業の設備投資の縮小、国内トラック需要減少の影響により冷凍車販売台数
は前年同期に比べて減少しております。 
 空調機器部門におきましても、企業の設備投資縮小の影響によりクリーンルーム用機器が売上を減少さ
せました。また住宅用換気システムも住宅販売の不振の影響により売上を減少させました。 
  これらにより非プレス関連製品全体では281億1千6百万円、前年同期比1億2千5百万円の減収となりまし
た。 
 以上により当第３四半期の連結売上高は、前年同期比2.6％減の668億1千9百万円となりました。 
  
 利益面につきましては、売上の減少によりプレス関連製品、非プレス関連製品ともに減益となり、営業
利益につきましては58億4百万円（前年同期比6.9％減）となりました。経常利益につきましては、59億7
千万円（前年同期比5.8％減）となりました。当期純利益につきましては27億円（前年同期比13.5％減）
と大幅な減益となりましたが、これは主として株式市場の低迷により投資有価証券評価損を計上した影響
であります。 
  

①資産、負債、純資産の状況 
（資産の部） 
 流動資産は、売上の減少により受取手形及び売掛金が減少(18億1千2百万円)しましたが、現金及び預金
の増加（13億3千7百万円）、有価証券の増加(12億6千7百万円)などにより8億4千7百万円増加し、468億9
千5百万円となりました。固定資産は、為替の影響による海外子会社の保有資産の帳簿価格の減少や、昨
年後半に立ち上がった車種の自社使用金型に係る減価償却費の影響による有形固定資産の減少(16億7千3
百万円)、保有株式の評価減による投資有価証券の減少(7億8千1百万円)などにより20億6千6百万円減少し
392億8千9百万円となりました。この結果、当第３四半期末の総資産は前期末に比べ12億2千万円減少し、
861億8千4百万円となりました。 
（負債の部） 
 流動負債は、未払法人税等の減少(6億1千5百万円)、賞与引当金の減少（7億2百万円）などにより10億6
千8百万円減少しております。固定負債は、保有株式の評価下落による繰延税金負債の減少（5億1千7百万
円）などより7億2千3百万円減少し、負債合計は前期末に比べ17億9千万円減少の229億8千万円となりまし
た。 
（純資産の部） 
 利益剰余金の増加(19億8千2百万円)、保有株式の評価下落による有価証券評価差額金の減少（7億5千5
百万円）、為替の影響による為替換算調整勘定の減少(4億6千7百万円)などにより、前期末に比べ5億7千1
百万円増加の632億4百万円となりました。 
  
②キャッシュ・フローの状況 
 当第３四半期末における現金及び現金同等物の期末残高は、前期末に比べ19億5千4百万円増加の155億8
千6百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
 営業活動によるキャッシュ・フローは111億9千1百万円の増加となりました。主な増加要因は、税金等
調整前四半期純利益46億1千6百万円、非資金取引である減価償却費53億2千4百万円、投資有価証券評価損
14億4千9百万円、売上債権の減少17億6百万円であります。主な減少要因は、役員退職慰労引当金の減少
10億3千万円、法人税等の支払額20億4千1百万円であります。 
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
 投資活動によるキャッシュ・フローは80億1千2百万円の減少となりました。主な増加要因は、定期預金
の払戻による収入6億円、有価証券の売却による収入8億5千1百万円、投資有価証券の売却及び償還による
収入6億1千2百万円であります。主な減少要因は、定期預金の預入による支出11億3百万円、有価証券の取
得による支出16億9千4百万円、投資有価証券の取得による支出29億4千1百万円、有形固定資産の取得よる
支出43億9千7百万円であります。 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
 財務活動によるキャッシュ・フローは11億2千5百万円の減少となりました。主な減少要因は配当金の支
払額6億7千6百万円であります。 

【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
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主としてプレス関連製品部門における国内外の得意先カーメーカーの減産の影響や円高の進行による為
替レートの見直し、また株価低迷による投資有価証券評価損の計上も見込まれること等により、平成21年
3月期の業績予想を修正しております。詳細につきましては、本日別途公表しております「業績予想の修
正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

  
  

該当事項はありません。 
  

 
1. 簡便な会計処理 
  

 
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。 

  

  
① 「四半期財務諸表に関する会計基準」及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」の 
 適用   
  当連結会計年度の第１四半期連結会計期間より「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。 
  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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 一般債権の貸倒見積高の算定方法

 当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がな
いと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 
 

② 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、当第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。 
 

③ 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。 
 

(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 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用  
 当連結会計年度の第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て、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が85百万円それぞれ減少しております。 
 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  
 当連結会計年度の第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
しております。 
 なお、これによる当第３四半期連結累計期間の損益へ与える影響はありません。 
 

④ リース取引に関する会計基準の適用  
 当連結会計年度の第１四半期連結会計期間より、「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 終改正平成19年３月30日 企業
会計基準適用指針第16号)を早期に適用し、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
方法によっております。 
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 （追加情報） 

  

 なお、リース契約締結日が適用初年度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。 
 これに伴う当第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に与え
る影響は軽微であります。 
 

① 有形固定資産の耐用年数の変更  
 平成20年度の法人税法改正に伴い、当社及び国内連結子会社は、機械設備について、当第１四半期
連結会計期間より耐用年数の変更を行っております。 
 この結果、従来と同一の基準によった場合と比べて、当第３四半期連結累計期間の減価償却費は110
百万円増加し、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同額減少しておりま
す。 
 なお、セグメント情報に与える影響については、当該箇所に記載しております。 
 

② 役員退職慰労金制度の廃止
 平成20年５月14日開催の取締役会において、取締役及び監査役の退職慰労金制度を平成20年６月26
日開催の定時株主総会終結時の時をもって廃止することを決議しました。
 なお、役員退職慰労金制度廃止日(同定時株主総会終結時)までの在任期間を対象とする退職慰労金
の打ち切り支給については、各取締役及び各監査役の退任時に支給することとし、平成20年６月26日
開催の定時株主総会において承認されました。
 この結果、前連結会計年度末役員退職慰労引当金残高1,030百万円のうち、当連結会計年度中の目的
取崩額を除く金額943百万円については、長期未払金として固定負債の「その他」に含めて計上してお
ります。 
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１【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 10,590 9,253

受取手形及び売掛金 18,859 20,671

有価証券 6,085 4,818

商品及び製品 859 887

仕掛品 2,699 2,650

原材料及び貯蔵品 1,523 1,494

その他 6,292 6,285

貸倒引当金 △16 △14

流動資産合計 46,895 46,048

固定資産   

有形固定資産 25,071 26,744

無形固定資産 157 174

投資その他の資産   

投資有価証券 11,076 11,857

その他 3,091 2,670

貸倒引当金 △107 △91

投資その他の資産合計 14,060 14,436

固定資産合計 39,289 41,355

資産合計 86,184 87,404

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 15,443 15,574

短期借入金 52 30

1年内返済予定の長期借入金 314 316

未払法人税等 224 839

賞与引当金 495 1,197

役員賞与引当金 53 80

製品保証引当金 195 196

その他 3,482 3,096

流動負債合計 20,261 21,329

固定負債   

長期借入金 495 662

その他 2,223 2,778

固定負債合計 2,718 3,441

負債合計 22,980 24,770
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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 5,610 5,610

資本剰余金 4,840 4,841

利益剰余金 50,083 48,101

自己株式 △1,841 △1,585

株主資本合計 58,693 56,968

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 275 1,030

為替換算調整勘定 △67 400

評価・換算差額等合計 207 1,431

少数株主持分 4,303 4,234

純資産合計 63,204 62,633

負債純資産合計 86,184 87,404
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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 66,819

売上原価 54,400

売上総利益 12,419

販売費及び一般管理費 6,614

営業利益 5,804

営業外収益  

受取利息 133

受取配当金 219

有価証券売却益 16

固定資産賃貸料 81

保険配当金 89

その他 67

営業外収益合計 608

営業外費用  

支払利息 9

有価証券売却損 1

固定資産賃貸費用 15

為替差損 412

その他 3

営業外費用合計 442

経常利益 5,970

特別利益  

固定資産売却益 169

投資有価証券売却益 1

その他 0

特別利益合計 170

特別損失  

固定資産除却損 70

減損損失 3

投資有価証券評価損 1,449

その他 1

特別損失合計 1,525

税金等調整前四半期純利益 4,616

法人税、住民税及び事業税 1,274

法人税等調整額 496

法人税等合計 1,770

少数株主利益 145

四半期純利益 2,700
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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 4,616

減価償却費 5,324

賞与引当金の増減額（△は減少） △702

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △26

製品保証引当金の増減額（△は減少） △1

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1,030

前払年金費用の増減額（△は増加） 122

受取利息 △133

受取配当金 △219

為替差損益（△は益） 409

有価証券売却損益（△は益） △15

投資有価証券売却損益（△は益） △1

投資有価証券評価損益（△は益） 1,449

固定資産売却損益（△は益） △169

固定資産除却損 70

売上債権の増減額（△は増加） 1,706

たな卸資産の増減額（△は増加） △145

仕入債務の増減額（△は減少） △23

その他 1,715

小計 12,948

利息及び配当金の受取額 299

利息の支払額 △15

法人税等の支払額 △2,041

営業活動によるキャッシュ・フロー 11,191

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 △1,103

定期預金の払戻による収入 600

有価証券の取得による支出 △1,694

有価証券の売却による収入 851

有形固定資産の取得による支出 △4,397

有形固定資産の売却による収入 240

投資有価証券の取得による支出 △2,941

投資有価証券の売却及び償還による収入 612

信託受益権の償還による収入 114

貸付けによる支出 △352

貸付金の回収による収入 59

その他 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,012

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 60

短期借入金の返済による支出 △37

長期借入金の返済による支出 △161

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △3

自己株式の取得による支出 △257

自己株式の売却による収入 0

配当金の支払額 △676

少数株主への配当金の支払額 △50

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,125

現金及び現金同等物に係る換算差額 △99

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,953

現金及び現金同等物の期首残高 13,632

現金及び現金同等物の四半期末残高 15,586
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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) 

 
(注)１ 事業区分の方法 

  当社は事業区分を、製品の種類・性質の類似性を考慮し、プレス関連製品の事業と非プレス関連製品の事

 業とにセグメンテーションしております。 

  ２ 各事業区分の主要製品 

  

 
  

  ３ 会計方針の変更   

    「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」②に記載のとおり、当連結会

計年度の第１四半期連結会計期間より棚卸資産の評価基準の変更を行っております。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営業費用が「プレス関連製品事業」で45百万円、

「非プレス関連製品事業」で40百万円増加し、営業利益がそれぞれ同額減少しております。 

  

  ４ 耐用年数の変更   

 「追加情報」①に記載のとおり、当連結会計年度の第１四半期連結会計期間より耐用年数の変更を行ってお

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営業費用が「プレ

ス関連製品事業」で91百万円、「非プレス関連製品事業」で18百万円増加し、営業利益がそれぞれ同額減少し

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】

プレス関連 
製品事業 
(百万円)

非プレス関連
製品事業 
(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

38,703 28,116 66,819 ― 66,819

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

1,173 2,058 3,231 (3,231) ―

計 39,876 30,174 70,050 (3,231) 66,819

営業利益 4,770 1,034 5,804 (―) 5,804

事業区分 売上区分 主要製品

プレス関連 
製品事業

プレス製品

 自動車関連 自動車用プレス部品

 非自動車 事務機器用部品他

金型他
プレス用金型

樹脂金型・治具

非プレス関連 
製品事業

冷凍車等・空調機器

冷凍コンテナー・冷凍装置

バブコン・送風機・クリーンルーム用機器

住宅用換気システム

その他

運送事業、表面処理事業

キーボード

カードリーダー・伝票用プリンター

センサー・タッチパネル
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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 本邦以外の地域に属する国又は地域の内訳は次の通りであります。 

   北米・・・米国 

  ３ 会計方針の変更   

 「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」②に記載のとおり、当連結会

計年度の第１四半期連結会計期間より棚卸資産の評価基準の変更を行っております。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「日本」の営業費用は85百万円増加し、営業利益が

同額減少しております。 

  ４ 耐用年数の変更   

    「追加情報」①に記載のとおり、当連結会計年度の第１四半期連結会計期間より耐用年数の変更を行ってお

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「日本」の営業費

用は110百万円増加し、営業利益が同額減少しております。 

  

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 地域の内訳は次の通りであります。 

   北米・・・米国 

  

該当事項はありません。 

  

【所在地別セグメント情報】

日本 
(百万円)

北米
(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

55,499 11,320 66,819 ― 66,819

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

1,391 ― 1,391 (1,391) ―

計 56,890 11,320 68,210 (1,391) 66,819

営業利益 3,921 1,883 5,804 (―) 5,804

【海外売上高】

北米 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 11,320 11,320

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― 66,819

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

16.9 16.9 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前年同四半期に係る財務諸表等 

  

（1）四半期連結損益計算書 

 
  

「参考資料」

（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）

Ⅰ 売上高 68,573

Ⅱ 売上原価 55,780

   売上総利益 12,792

Ⅲ 販売費及び一般管理費 6,556

   営業利益 6,236

Ⅳ 営業外収益 476

Ⅴ 営業外費用 376

   経常利益 6,336

Ⅵ 特別利益 7

Ⅶ 特別損失 1,199

   税金等調整前四半期純利益 5,144

   法人税、住民税及び事業税 1,251

   法人税等調整額 694

   法人税等合計 1,946

   少数株主利益 76

   四半期純利益 3,121

－11－

東プレ㈱　（5975）　平成21年3月期　第3四半期決算短信

－11－



（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 5,144

 減価償却費 5,197

 賞与引当金の増減額（△は減少） △ 789

 役員賞与引当金の増減額（△は減少） △ 44

 製品保証引当金の増減額（△は減少） △ 15

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 993

 前払年金費用の増減額（△は増加） △ 166

 売上債権の増減額（△は増加） 2,101

 たな卸資産の増減額（△は増加） △ 620

 仕入債務の増減額（△は減少） △ 1,351

 その他 343

 小計 10,791

 法人税等の支払額 △ 2,665

 その他 220

 営業活動によるキャッシュ・フロー 8,346

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 △ 603

 有価証券の取得による支出 △ 1,300

 有価証券の売却による収入 653

 有形固定資産の取得による支出 △ 4,395

 投資有価証券の取得による支出 △ 2,062

 投資有価証券の売却及び償還による収入 1,017

 貸付けによる支出 △ 43

 貸付金の回収による収入 355

 その他 7

 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 6,371

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 60

 短期借入金の返済による支出 △ 37

 長期借入金の返済による支出 △ 162

 自己株式の取得による支出 △ 740

 自己株式の売却による収入 0

 配当金の支払額 △ 584

 少数株主への配当金の支払額 △ 43

 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 1,507

現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 30

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 436

現金及び現金同等物の期首残高 10,349

現金及び現金同等物の中間期末残高 10,785
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（3）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) 

  

 

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) 

  

 
  

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) 

  

 
  

【事業の種類別セグメント情報】

プレス関連 
製品事業 
(百万円)

非プレス関連
製品事業 
(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

40,331 28,241 68,573 ― 68,573

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

1,082 2,297 3,380 (3,380) ―

計 41,414 30,539 71,953 (3,380) 68,573

営業利益 5,057 1,178 6,236 (―) 6,236

【所在地別セグメント情報】

日本 
(百万円)

北米
(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

55,900 12,672 68,573 ― 68,573

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

2,112 ― 2,112 (2,112) ―

計 58,013 12,672 70,686 (2,112) 68,573

営業利益 4,035 2,200 6,236 (―) 6,236

【海外売上高】

北米 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 12,672 12,672

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― 68,573

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

18.5 18.5
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