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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30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 ％

22年3月期第1四半期 15,574 △32.3 789 △67.1 858 △70.9 379 △77.9

21年3月期第1四半期 23,002 ― 2,402 ― 2,954 ― 1,715 ―

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

22年3月期第1四半期 7.42 ―

21年3月期第1四半期 33.35 ―

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

22年3月期第1四半期 83,626 63,698 70.9 1,160.81
21年3月期 81,505 61,811 70.5 1,124.97

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  59,316百万円 21年3月期  57,485百万円

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

21年3月期 ― 7.00 ― 7.00 14.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

7.00 ― 7.00 14.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

31,000 △34.1 1,600 △65.5 1,800 △65.5 800 △69.7 15.66

通期 68,000 △16.3 2,900 △48.2 3,200 △48.9 1,700 △39.9 33.27
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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）  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） 

(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21年５月８日に公表いたしました連結業績予想は、第２四半期連結累計期間および通期について本資料において修正しております。 
2.上記の予想は、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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 54,021,824株 21年3月期  54,021,824株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  2,922,822株 21年3月期  2,922,242株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 51,099,383株 21年3月期第1四半期 51,436,052株
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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１四半期におきまして、わが国経済、世界経済ともに、米国の金融危機に端を発した

世界同時不況の影響により、景気は後退局面のまま低調に推移いたしました。 

   当社グループの主要な取引先であります自動車業界では、一部に明るい材料も見られる

ものの、全体的には引き続き予断を許さない厳しい状況にあります。 

 ＜プレス関連製品＞ 

   国内、北米ともに自動車販売の不振による自動車メーカーの減産の影響により、大きく売

上を減少させたことから、プレス関連製品全体での売上高は 79 億４千９百万円、前年同期

比 54 億５千７百万円の減収（40.7％減）となりました。 

 ＜非プレス関連製品＞ 

冷凍車部門および空調機器部門におきましては、トラック需要をはじめ設備投資や住宅

着工戸数は大きく落ち込みました。また、物流輸送部門におきましても輸送需要は、引き続

き低迷しており、非プレス関連製品全体での売上高は 76 億２千４百万円、前年同期比 19

億７千万円の減収（20.5％減）となりました。 

以上により当第１四半期の連結売上高は、前年同期比 32.3％減の 155 億７千４百万円と

なりました。 

利益面につきましては、いずれの部門におきましても大幅に売上が減少するなか、固定

費の圧縮、製造原価低減活動の推進に取り組んでまいりましたが、営業利益は前年同期比

67.1％減の７億８千９百万円となりました。経常利益は前年同期比 70.9％減の８億５千８百

万円となりました。四半期純利益につきましては前年同期比 77.9％減の３億７千９百万円と

なりました。 

 

２． 連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債、純資産の状況 

（資産の部） 

   流動資産は、現金及び預金、受取手形及び売掛金の減少などにより９億７千７百万円減

少し、411 億２千６百万円となりました。固定資産は、建設仮勘定が Topre America 

Corporation、東プレ埼玉などでの設備投資により増加し、また保有株式の評価額の上昇に

より投資有価証券が増加しましたが、東プレ埼玉の連結子会社化に伴い長期貸付金が減

少したことにより 30 億 9 千７百万円増加の、424 億 9 千 9 百万円となりました。この結果、当

第 1 四半期末の総資産は、前期末に比べ 21 億２千１百万円増加し、836 億２千６百万円と

なりました。 

（負債の部） 

   流動負債では、支払手形及び買掛金は増加しましたが、前期に係る賞与引当金が減少

したことなどから４億２千７百万円減少しております。固定負債では、保有株式の評価額が

3



東プレ㈱（5975） 平成 22 年３月期 第１四半期決算短信 

  

上昇し繰延税金負債が増加したことにより６億６千１百万円増加し、負債合計では、前期末

に比べ２億３千４百万円増加し、199 億２千７百万円となりました。 

（純資産の部） 

   保有株式の評価額の上昇により、その他有価証券評価差額金が増加し、また為替の影

響により評価・換算差額等が減少したため、前期末に比べ 18 億８千７百万円増加の 636 億

９千８百万円となりました。 

 

② キャッシュ・フローの状況 

当第 1 四半期における現金及び現金同等物の期末残高は、新規連結に伴う現金及び現

金同等物の増加を含め、前期末に比べ 23 億２百万円減少の 151 億２千４百万円となりまし

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、18 億３千６百万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７億９千５百万円、非資金取引である減価償却費12億３

百万円、売上債権の減少および仕入債務の増加７億５千７百万円であります。主な減少要

因は、賞与引当金の減少５億４千万円、法人税等の支払い２億９百万円であります。  

（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、39 億４千万円の減少となりました。主な減少要因は、

定期預金の預入による支出13億９千６百万円、有形固定資産の取得による支出24億３千８

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、３億６千１百万円の減少となりました。主に配当金の

支払３億１千８百万円による影響であります。 

 

３． 連結業績予想に関する定性的情報 

主として国内の自動車関連部門におきまして、生産性の向上および製造原価低減に努

めた結果、損益面において第２四半期、通期ともに改善する見込みとなりましたことから、平

成 22 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」をご参照ください。 

 

４． その他 

（１）期中における重要な子会社の異動（連結の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 

 簡便な会計処理 

１  一般債権の貸倒見積高の算定方法 
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当第１四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１四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、前連結会計年度

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います。 

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。 

４  繰延税金資産の回収可能性の判断 

   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、かつ、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

来の業績予想やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

 

 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。 
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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１四半期連結会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,433 8,832 

受取手形及び売掛金 14,884 15,213 

有価証券 7,035 7,385 

商品及び製品 1,541 1,022 

仕掛品 1,703 2,314 

原材料及び貯蔵品 1,402 1,174 

その他 6,139 6,174 

貸倒引当金 △13 △13 

流動資産合計 41,126 42,103 

固定資産   

有形固定資産 27,792 24,835 

無形固定資産 149 155 

投資その他の資産   

投資有価証券 12,475 10,856 

その他 2,145 3,616 

貸倒引当金 △64 △63 

投資その他の資産合計 14,557 14,410 

固定資産合計 42,499 39,401 

資産合計 83,626 81,505 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,457 11,021 

短期借入金 52 30 

1年内返済予定の長期借入金 314 313 

未払法人税等 135 252 

賞与引当金 678 1,219 

役員賞与引当金 13 57 

製品保証引当金 174 182 

その他 3,839 4,017 

流動負債合計 16,666 17,093 

固定負債   

長期借入金 335 336 

長期未払金 961 961 

繰延税金負債 1,845 1,187 

その他 118 113 

固定負債合計 3,261 2,599 

負債合計 19,927 19,693 
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(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21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 4,840 

利益剰余金 50,234 50,212 

自己株式 △1,842 △1,842 

株主資本合計 58,842 58,822 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,185 202 

為替換算調整勘定 △711 △1,539 

評価・換算差額等合計 473 △1,336 

少数株主持分 4,382 4,326 

純資産合計 63,698 61,811 

負債純資産合計 83,626 81,505 
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 23,002 15,574 

売上原価 18,423 12,903 

売上総利益 4,578 2,671 

販売費及び一般管理費 2,176 1,882 

営業利益 2,402 789 

営業外収益   

受取利息 45 35 

受取配当金 139 90 

有価証券売却益 16 － 

固定資産賃貸料 30 26 

為替差益 310 － 

その他 18 57 

営業外収益合計 560 208 

営業外費用   

支払利息 0 0 

有価証券売却損 1 － 

固定資産賃貸費用 5 4 

為替差損 － 133 

その他 0 0 

営業外費用合計 8 139 

経常利益 2,954 858 

特別利益   

固定資産売却益 1 7 

投資有価証券売却益 1 － 

特別利益合計 3 7 

特別損失   

固定資産除却損 7 7 

減損損失 3 4 

投資有価証券評価損 3 58 

特別損失合計 14 70 

税金等調整前四半期純利益 2,942 795 

法人税、住民税及び事業税 699 104 

法人税等調整額 419 253 

法人税等合計 1,118 358 

少数株主利益 108 58 

四半期純利益 1,715 379 

東プレ㈱（5975）　平成22年３月期　第１四半期決算短信

8



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30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 2,942 795 

減価償却費 1,966 1,203 

賞与引当金の増減額（△は減少） △714 △540 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △60 △43 

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） 29 116 

受取利息 △45 △35 

受取配当金 △139 △90 

支払利息 0 0 

為替差損益（△は益） △262 147 

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） 3 58 

固定資産売却損益（△は益） － △7 

固定資産除却損 7 7 

売上債権の増減額（△は増加） △1,036 381 

たな卸資産の増減額（△は増加） △805 △22 

仕入債務の増減額（△は減少） 465 376 

その他 1,391 △380 

小計 2,697 1,969 

利息及び配当金の受取額 151 90 

利息の支払額 △6 △13 

法人税等の支払額 △777 △209 

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,064 1,836 

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 △101 △1,396 

定期預金の払戻による収入 300 － 

有価証券の取得による支出 － △100 

有価証券の売却による収入 449 － 

有形固定資産の取得による支出 △734 △2,438 

投資有価証券の取得による支出 △552 △234 

投資有価証券の売却及び償還による収入 311 150 

信託受益権の償還による収入 68 － 

貸付けによる支出 △13 △2 

貸付金の回収による収入 25 21 

その他 7 59 

投資活動によるキャッシュ・フロー △238 △3,940 
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(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 △7 △7 

短期借入れによる収入 30 30 

長期借入金の返済による支出 △3 △3 

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △0 △10 

自己株式の取得による支出 △0 △0 

自己株式の売却による収入 0 0 

配当金の支払額 △317 △318 

少数株主への配当金の支払額 △50 △50 

財務活動によるキャッシュ・フロー △349 △361 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △109 65 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,366 △2,398 

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 96 

現金及び現金同等物の期首残高 13,632 17,426 

現金及び現金同等物の四半期末残高 14,999 15,124 
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該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30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   

    「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

１四半期連結累計期間から適用し、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、営業費用が「プレス関連製品事業」で０百万円、「非プレス

関連製品事業」で８百万円増加し、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   

 平成20年度の法人税法改正に伴い、機械設備について、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。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、営業費用が「プレス関連製品事業」で28百万円、「非プレス

関連製品事業」で６百万円増加し、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

13,406 9,595 23,002 ― 23,002

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

534 730 1,265（1,265） ―

計 13,941 10,325 24,267（1,265） 23,002

営業利益 1,968 434 2,402 ( ― ) 2,402

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１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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 

  

 
  

  

  

  

  

  

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

7,949 7,624 15,574 ― 15,574

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

82 429 511 （511） ―

計 8,031 8,054 16,085（511） 15,574

営業利益 540 248 789 ( ― ) 789

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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前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30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   

 「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

１四半期連結累計期間から適用し、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、「日本」の営業費用は９百万円増加し、営業利益が同額減少

しております。 

  ４ 耐用年数の変更   

    平成20年度の法人税法改正に伴い、機械設備について、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。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、「日本」の営業費用は34百万円増加し、営業利益が同額減少

しております。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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 

  

  

  

     

  

【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

19,170 3,831 23,002 ― 23,002

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

406 ― 406 (406) ―

計 19,577 3,831 23,409 (406) 23,002

営業利益 1,725 676 2,402 ( ― ) 2,402

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

13,620 1,953 15,574 ― 15,574

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

92 ― 92 (92) ―

計 13,712 1,953 15,666 (92) 15,574

営業利益 666 122 789 ( ― ) 789
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前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30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 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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。 

  

  

【海外売上高】

北米 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 3,831 3,831

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― 23,002

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

16.7 16.7

北米 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 1,953 1,953

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― 15,574

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

12.5 12.5

(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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