
 1

                                        平成21年3月6日 

 

各  位 

                                 会 社 名  株式会社ショーワ 

                                代表者名 取締役社長 飯山 和人 

                              （コード番号 7274 東証第１部）  

                              問合せ先 総務部 総務・法務課長 

                                    島  昌 良 

                                   （TEL 048-554-8170） 

 

 

  （訂正・数値データ訂正あり）「平成21年3月期 第3四半期決算短信」の一部訂正について 

    

平成21年1月30日付で発表いたしました「平成21年3月期 第3四半期決算短信」の記載内容について

一部訂正がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。訂正箇所には、  を表示しております。 

なお、平成 21 年 1 月 30 日付で発表いたしました平成 21 年 3 月期の連結業績予想の数値に変更はありま  

せん。 

 

 

    記  

【訂正の理由】 

主として「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」の適用における 

処理の誤りが確認されたためであります。 

 

 

【 正 誤 表 】 

  ○平成21年3月期 第3四半期決算短信（1ページ）  

 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）  
      
（訂正前）   
 (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 216,928 － 4,431 － 3,011 － △6,352 －

20 年 3 月期第 3 四半期 209,513 7.7 10,499 △22.1 11,007 △22.1 5,047 △19.1
 

1株当たり 潜在株式調整後 
四半期純利益 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  △83.62 － 

20 年 3 月期第 3 四半期  66.44 － 

 
(2)連結財政状態 

 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 188,065     101,090 45.5 1,126.20

20 年 3 月期 187,778 117,127 53.8 1,330.96

   （参考）自己資本  21年3月期第3四半期 85,555百万円  20年3月期 101,112百万円 
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（訂正後）   
 (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 216,928 － 4,447 － 3,028 － △6,342 －

20 年 3 月期第 3 四半期 209,513 7.7 10,499 △22.1 11,007 △22.1 5,047 △19.1
 

1株当たり 潜在株式調整後 
四半期純利益 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  △83.49 － 

20 年 3 月期第 3 四半期  66.44 － 

 
(2)連結財政状態 

 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 188,294     101,284 45.5 1,127.99

20 年 3 月期 187,778 117,127 53.8 1,330.96

   （参考）自己資本  21年3月期第3四半期 85,691百万円  20年3月期 101,112百万円 

 

 

○平成21年3月期 第3四半期決算短信（2ページ）  

１． 連結経営成績に関する定性的情報  

 

（訂正前）  

平成 21 年 3 月期第 3 四半期（平成20 年 4 月 1 日から 12 月 31 日までの 9 ヶ月間）の連結  

業績は、売上高につきましては、中国やアジアを中心とした主要得意先の販売の増加等に牽   

引され、2,169 億2 千8 百万円と前年同期に比べ、3.5％の増収となりました。 

利益につきましては、主に為替の影響、原材料高騰により営業利益は 44 億 3 千 1 百万円と   

前年同期に比べ 57.8％の減益、経常利益は 30 億 1 千 1 百万円と前年同期に比べ 72.6％の    

減益、また、繰延税金資産を取り崩し法人税等調整額を計上した結果、四半期純損失 63 億     

5 千2 百万円（前年同期四半期純利益50 億4 千7 百万円）を計上しました。 

 

＜略＞ 

 

（訂正後） 

平成 21 年 3 月期第 3 四半期（平成20 年 4 月 1 日から 12 月 31 日までの 9 ヶ月間）の連結  

業績は、売上高につきましては、中国やアジアを中心とした主要得意先の販売の増加等に牽   

引され、2,169 億2 千8 百万円と前年同期に比べ、3.5％の増収となりました。 

利益につきましては、主に為替の影響、原材料高騰により営業利益は 44 億 4 千 7 百万円と   

前年同期に比べ 57.6％の減益、経常利益は 30 億 2 千 8 百万円と前年同期に比べ 72.5％の    

減益、また、繰延税金資産を取り崩し法人税等調整額を計上した結果、四半期純損失 63 億     

4 千2 百万円（前年同期四半期純利益50 億4 千7 百万円）を計上しました。 

 

＜略＞ 
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○平成21年3月期 第3四半期決算短信（3ページ）  

 ２．連結財政状態に関する定性的情報  

 

（訂正前）  

平成 21 年 3 月期第 3 四半期末の連結総資産は、1,880 億 6 千 5 百万円となり、前期末に   

比べ2 億8 千7 百万円増加しました。 

流動資産は、売上の増加に伴い、たな卸資産などの増加はあったものの、現金及び預金、    

有価証券が減少し、前期末に比べ75 億7 千1 百万円減少しました。 

固定資産は、御殿場新工場をはじめ能力拡充を目的とした設備投資により、固定資産全体   

として、前期末に比べ78 億5 千9 百万円の増加となりました。 

負債は、設備投資等の資金として借入を行ったことなどにより、前期末に比べ 163 億 2 千    

4 百万円増加しました。 

純資産は、為替換算調整勘定及び利益剰余金の減少などにより、前期末に比べ 160 億 3 千    

7 百万円減少しました。 

 

 

 

（訂正後）  

平成 21 年 3 月期第 3 四半期末の連結総資産は、1,882 億 9 千 4 百万円となり、前期末に    

比べ5 億1 千6 百万円増加しました。 

流動資産は、売上の増加に伴い、たな卸資産などの増加はあったものの、現金及び預金、    

有価証券が減少し、前期末に比べ75 億7 千1 百万円減少しました。 

固定資産は、御殿場新工場をはじめ能力拡充を目的とした設備投資により、固定資産全体   

として、前期末に比べ80 億8 千8 百万円の増加となりました。 

負債は、設備投資等の資金として借入を行ったことなどにより、前期末に比べ 163 億 5 千    

9 百万円増加しました。 

純資産は、為替換算調整勘定及び利益剰余金の減少などにより、前期末に比べ 158 億 4 千    

3 百万円減少しました。 
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○平成21年3月期 第3四半期決算短信（5、6ページ）  

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） 
 

（訂正前）                （訂正後）   

     

当第３四半期連結会計期間末 当第３四半期連結会計期間末

　　　　　　(平成20年12月31日) 　　(平成20年12月31日)

15,398 15,398

42,485 42,485

－ －

4,337 4,337

5,175 5,175

20,776 20,776

9,071 9,071

△159 △159

97,086 97,086

機械装置及び運搬具
（純額）

38,732 機械装置及び運搬具
（純額）

38,962

その他（純額） 40,910 その他（純額） 40,910

有形固定資産合計 79,643 有形固定資産合計 79,872

1,026 1,026

投資有価証券 7,863 投資有価証券 7,863

その他 2,457 その他 2,457

貸倒引当金 △12 貸倒引当金 △12

投資その他の資産合計 10,309 投資その他の資産合計 10,309

90,979 91,208

188,065 188,294

34,107 34,107

14,099 14,099

14,070 14,070

1,350 1,350

1,180 1,180

60 60

3,197 3,197

68,066 68,066

11,734 11,734

869 869

3,596 3,596

335 335

2,372 2,407

固定負債合計 18,908 固定負債合計 18,943

86,975 87,010

資産の部

流動資産

資産の部

流動資産

現金及び預金

受取手形及び売掛金

有価証券

商品及び製品

仕掛品

原材料及び貯蔵品

その他

貸倒引当金

流動資産合計

固定資産

流動資産合計

有形固定資産

固定資産

有形固定資産

無形固定資産

投資その他の資産

固定資産合計

資産合計

流動負債

負債の部

流動負債

負債の部

支払手形及び買掛金

短期借入金

未払金及び未払費用

製品保証引当金

賞与引当金

役員賞与引当金

その他

流動負債合計

固定負債

退職給付引当金

役員退職慰労引当金

固定負債

長期借入金

製品保証引当金

退職給付引当金

役員退職慰労引当金

その他 その他

現金及び預金

受取手形及び売掛金

有価証券

商品及び製品

仕掛品

原材料及び貯蔵品

その他

貸倒引当金

無形固定資産

投資その他の資産

支払手形及び買掛金

短期借入金

固定資産合計

資産合計

未払金及び未払費用

製品保証引当金

賞与引当金

役員賞与引当金

その他

流動負債合計

長期借入金

製品保証引当金

負債合計負債合計  
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 （単位：百万円） 

    （訂正前）                （訂正後） 

    

当第３四半期連結会計期間末 当第３四半期連結会計期間末

　　　　　　(平成20年12月31日) 　　(平成20年12月31日)

資本金 12,698 資本金 12,698

資本剰余金 13,455 資本剰余金 13,455

利益剰余金 62,813 利益剰余金 62,967

自己株式 △52 自己株式 △52

株主資本合計 88,915 株主資本合計 89,069

その他有価証券評価差額金 2,294 その他有価証券評価差額金 2,294

繰延ヘッジ損益 △6 繰延ヘッジ損益 △6

為替換算調整勘定 △5,647 為替換算調整勘定 △5,666

評価・換算差額等合計 △3,359 評価・換算差額等合計 △3,377

15,534 15,592

101,090 101,284

188,065 188,294負債純資産合計

純資産の部 純資産の部

株主資本 株主資本

少数株主持分

純資産合計

負債純資産合計

少数株主持分

純資産合計

評価・換算差額等評価・換算差額等
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 ○平成21年3月期 第3四半期決算短信（7ページ）  

（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） 
 

（訂正前）               （訂正後） 

    

     当第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間
   ( 自　平成20年４月１日    ( 自　平成20年４月１日

     至　平成20年12月31日)      至　平成20年12月31日)

216,928 216,928

192,282 192,266

24,645 24,661

20,214 20,214

4,431 4,447

受取利息 542 受取利息 542

受取配当金 202 受取配当金 202

持分法による投資利益 195 持分法による投資利益 195

その他 167 その他 167

営業外収益合計 1,108 営業外収益合計 1,108

支払利息 374 支払利息 374

為替差損 2,015 為替差損 2,015

その他 137 その他 137

営業外費用合計 2,527 営業外費用合計 2,527

3,011 3,028

固定資産売却益 16 固定資産売却益 16

特別利益合計 16 特別利益合計 16

たな卸資産評価損 64 たな卸資産評価損 64

固定資産売却損 32 固定資産売却損 32

固定資産廃棄損 159 固定資産廃棄損 159

減損損失 84 減損損失 84

製品保証引当金繰入額 348 製品保証引当金繰入額 348

特別損失合計 690 特別損失合計 690

2,338 2,355

6,499 6,502

2,191 2,195

△6,352 △6,342

売上高

売上原価

売上総利益

販売費及び一般管理費

営業利益

営業外収益

営業外費用

少数株主利益

四半期純損失（△）

経常利益

特別利益

特別損失

営業外費用

経常利益

税金等調整前四半期純利益

法人税等

売上総利益

販売費及び一般管理費

営業利益

営業外収益

売上高

売上原価

少数株主利益

四半期純損失（△）

特別利益

特別損失

税金等調整前四半期純利益

法人税等
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○平成21年3月期 第3四半期決算短信（8ページ）  

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書  （単位：百万円） 
 

（訂正前）                          （訂正後） 

     当第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間
( 自　平成20年４月１日 ( 自　平成20年４月１日

　 至　平成20年12月31日) 　 至　平成20年12月31日)

税金等調整前四半期純利益 2,338 税金等調整前四半期純利益 2,355

減価償却費 7,574 減価償却費 7,558

減損損失 84 減損損失 84

貸倒引当金の増減額（△は減少） 66 貸倒引当金の増減額（△は減少） 66

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △16 役員賞与引当金の増減額（△は減少） △16

退職給付引当金の増減額（△は減少） 226 退職給付引当金の増減額（△は減少） 226

受取利息及び受取配当金 △745 受取利息及び受取配当金 △745

支払利息 374 支払利息 374

持分法による投資損益（△は益） △195 持分法による投資損益（△は益） △195

有形固定資産除売却損益（△は益） 175 有形固定資産除売却損益（△は益） 175

売上債権の増減額（△は増加） 487 売上債権の増減額（△は増加） 487

たな卸資産の増減額（△は増加） △8,269 たな卸資産の増減額（△は増加） △8,269

仕入債務の増減額（△は減少） 1,505 仕入債務の増減額（△は減少） 1,505

小計 2,739 小計 2,739

利息及び配当金の受取額 821 利息及び配当金の受取額 821

法人税等の支払額 △2,306 法人税等の支払額 △2,306

営業活動によるキャッシュ・フロー 886 営業活動によるキャッシュ・フロー 886

定期預金の預入による支出 △1,464 定期預金の預入による支出 △1,464

定期預金の払戻による収入 1,530 定期預金の払戻による収入 1,530

有形固定資産の取得による支出 △23,238 有形固定資産の取得による支出 △23,238

有形固定資産の売却による収入 46 有形固定資産の売却による収入 46

投資有価証券の取得による支出 △2 投資有価証券の取得による支出 △2

その他 △14 その他 △14

投資活動によるキャッシュ・フロー △23,143 投資活動によるキャッシュ・フロー △23,143

短期借入金の純増減額（△は減少） 2,013 短期借入金の純増減額（△は減少） 2,013
長期借入れによる収入 12,069 長期借入れによる収入 12,069
配当金の支払額 △2,128 配当金の支払額 △2,128
少数株主への配当金の支払額 △824 少数株主への配当金の支払額 △824
その他 △5 その他 △5
財務活動によるキャッシュ・フロー 11,124 財務活動によるキャッシュ・フロー 11,124

483 483
△10,649 △10,649

21,436 21,436
10,786 10,786

△1,115

△368

営業活動によるキャッシュ・フロー

295

△48

△1,115

△368

投資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

製品保証引当金の増減額（△は減少）

為替差損益（△は益）

その他

現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
現金及び現金同等物の期首残高
現金及び現金同等物の四半期末残高現金及び現金同等物の四半期末残高

製品保証引当金の増減額（△は減少）

為替差損益（△は益）

その他

利息の支払額利息の支払額

295

△48

投資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・フロー財務活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
現金及び現金同等物の期首残高
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（５）セグメント情報 

    〔事業の種類別セグメント情報〕 

 （訂正前）   
    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） 

 自動車用 
部品（百万円）

その他 
（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 213,367 3,561 216,928 －  216,928

（２）セグメント間の 
   内部売上高又は振替高 

－ － － (－) － 

計 213,367 3,561 216,928 (－) 216,928

営業利益（又は営業損失） 3,893 538 4,431 (－) 4,431

 
（訂正後）   

    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） 
 自動車用 

部品（百万円）
その他 

（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 213,367 3,561 216,928 －  216,928

（２）セグメント間の 
   内部売上高又は振替高 

－ － － (－) － 

計 213,367 3,561 216,928 (－) 216,928

営業利益（又は営業損失） 3,909 538 4,447 (－) 4,447

 

 

    〔所在地別セグメント情報〕 

 （訂正前）   
    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）

東南 
アジア 

（百万円）

南米 
（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 81,495 53,507 16,337 27,104 23,321 15,161 216,928 － 216,928

（２）セグメント間の 
  内部売上高又は振替高 

30,959 1,297 94 885 － 2,547 35,784 (35,784) － 

計 112,455 54,804 16,431 27,990 23,321 17,708 252,712 (35,784) 216,928

営業利益（又は営業損失） (851) (2,275) 530 4,148 1,925 527 4,005 425 4,431

 
 （訂正後）   
    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）

東南 
アジア 

（百万円）

南米 
（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 81,495 53,507 16,337 27,104 23,321 15,161 216,928 － 216,928

（２）セグメント間の 
  内部売上高又は振替高 

30,959 1,297 94 885 － 2,547 35,784 (35,784) － 

計 112,455 54,804 16,431 27,990 23,321 17,708 252,712 (35,784) 216,928

営業利益（又は営業損失） (851) (2,275) 530 4,148 1,941 527 4,021 425 4,447
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四半期報告書提出予定日 平成21年2月13日

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 216,928 ― 4,447 ― 3,028 ― △6,342 ―
20年3月期第3四半期 209,513 7.7 10,499 △22.1 11,007 △22.1 5,047 △19.1

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 △83.49 ―
20年3月期第3四半期 66.44 ―

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 188,294 101,284 45.5 1,127.99
20年3月期 187,778 117,127 53.8 1,330.96

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  85,691百万円 20年3月期  101,112百万円

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、未定です。  

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 ― 14.00 ― 14.00 28.00
21年3月期 ― 14.00 ― ――― ―――

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 272,000 △4.0 △100 ― △3,200 ― △13,300 ― △175.07

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  

(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） 

(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10月24日に公表しました平成21年3月期の通期連結業績予想を本資料において修正しています。 
２．業績予想については、現時点で入手可能な情報に基づき当社の経営者が判断した予想であり、リスクや不確実性を含んでいます。実際の業績は、様々な重要な要
素により、これらの業績予想とは大きく異なる結果となり得ることを、ご承知おきください。実際の業績に影響を与え得る重要な要素には、当社の事業領域をとりまく経済
情勢、市場の動向、対ドル、対ユーロをはじめとする円の為替レートなどが含まれます。業績予想の前提となる仮定については、3ページ「3．連結業績予想に関する定性
的情報」をご覧ください。 
３．現時点では期末配当については未定です。開示が可能となった時点で速やかに開示する予定です。詳細については、本日公表いたしました「業績、配当予想の修正
及び緊急諸施策に関するお知らせ」をご参照ください。 
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）を適用しています。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います。  

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  76,020,019株 20年3月期  76,020,019株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  51,702株 20年3月期  50,663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  75,968,819株 20年3月期第3四半期  75,969,857株



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 15,398 19,272

受取手形及び売掛金 42,485 45,316

有価証券 － 7,600

商品及び製品 4,337 3,500

仕掛品 5,175 4,106

原材料及び貯蔵品 20,776 17,364

その他 9,071 7,610

貸倒引当金 △159 △111

流動資産合計 97,086 104,658

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 38,962 36,515

その他（純額） 40,910 32,095

有形固定資産合計 79,872 68,610

無形固定資産 1,026 1,350

投資その他の資産   

投資有価証券 7,863 11,255

その他 2,457 1,914

貸倒引当金 △12 △12

投資その他の資産合計 10,309 13,158

固定資産合計 91,208 83,120

資産合計 188,294 187,778

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 34,107 34,160

短期借入金 14,099 10,339

未払金及び未払費用 14,070 13,249

製品保証引当金 1,350 1,239

賞与引当金 1,180 2,735

役員賞与引当金 60 76

その他 3,197 3,292

流動負債合計 68,066 65,092

固定負債   

長期借入金 11,734 －

製品保証引当金 869 750

退職給付引当金 3,596 3,391

役員退職慰労引当金 335 343

その他 2,407 1,072



（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) 

固定負債合計 18,943 5,558

負債合計 87,010 70,650

純資産の部   

株主資本   

資本金 12,698 12,698

資本剰余金 13,455 13,558

利益剰余金 62,967 70,784

自己株式 △52 △51

株主資本合計 89,069 96,989

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,294 4,069

繰延ヘッジ損益 △6 14

為替換算調整勘定 △5,666 38

評価・換算差額等合計 △3,377 4,122

少数株主持分 15,592 16,015

純資産合計 101,284 117,127

負債純資産合計 188,294 187,778



（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 216,928

売上原価 192,266

売上総利益 24,661

販売費及び一般管理費 20,214

営業利益 4,447

営業外収益  

受取利息 542

受取配当金 202

持分法による投資利益 195

その他 167

営業外収益合計 1,108

営業外費用  

支払利息 374

為替差損 2,015

その他 137

営業外費用合計 2,527

経常利益 3,028

特別利益  

固定資産売却益 16

特別利益合計 16

特別損失  

たな卸資産評価損 64

固定資産売却損 32

固定資産廃棄損 159

減損損失 84

製品保証引当金繰入額 348

特別損失合計 690

税金等調整前四半期純利益 2,355

法人税等 6,502

少数株主利益 2,195

四半期純損失（△） △6,342



（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 2,355

減価償却費 7,558

減損損失 84

貸倒引当金の増減額（△は減少） 66

製品保証引当金の増減額（△は減少） 295

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △16

退職給付引当金の増減額（△は減少） 226

受取利息及び受取配当金 △745

支払利息 374

為替差損益（△は益） △48

持分法による投資損益（△は益） △195

有形固定資産除売却損益（△は益） 175

売上債権の増減額（△は増加） 487

たな卸資産の増減額（△は増加） △8,269

仕入債務の増減額（△は減少） 1,505

その他 △1,115

小計 2,739

利息及び配当金の受取額 821

利息の支払額 △368

法人税等の支払額 △2,306

営業活動によるキャッシュ・フロー 886

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 △1,464

定期預金の払戻による収入 1,530

有形固定資産の取得による支出 △23,238

有形固定資産の売却による収入 46

投資有価証券の取得による支出 △2

その他 △14

投資活動によるキャッシュ・フロー △23,143

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） 2,013

長期借入れによる収入 12,069

配当金の支払額 △2,128

少数株主への配当金の支払額 △824

その他 △5

財務活動によるキャッシュ・フロー 11,124

現金及び現金同等物に係る換算差額 483

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △10,649

現金及び現金同等物の期首残高 21,436

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,786




