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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 33,262 △29.3 2,156 △53.5 2,059 △60.5 934 △64.6

21年3月期第2四半期 47,048 ― 4,641 ― 5,215 ― 2,638 ―

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2四半期 18.29 ―

21年3月期第2四半期 51.30 ―

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2四半期 87,467 64,290 68.4 1,170.42
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2四半期  59,806百万円 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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
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 ― 7.00

22年3月期 
（予想）

― 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 69,000 △15.1 3,900 △30.4 3,900 △37.7 1,900 △32.8 37.18
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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、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） 

(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 

 上記資料は、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。 

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2四半期 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2四半期  2,923,540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2四半期 51,098,994株 21年3月期第2四半期 51,433,200株
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                    東プレ㈱（5975） 平成 22 年３月期 第２四半期決算短信 

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 2 四半期連結累計期間の経済情勢は、世界経済におきましては各国における景気

対策効果により底打ちの兆しが見られたものの、わが国におきましては新興国向けの輸出と

生産の持ち直しがけん引役となり、またエコカー減税やエコポイント制度など政府による景

気刺激策による効果は見えつつも、為替が前年に比べ円高に進むなど不安定な状況のま

ま推移しました。 

   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、減税による底上げ効果や在

庫調整の一巡による景気持ち直しへの期待は高まるものの、依然として国内自動車生産台

数は前年を下回っており、また景気対策終了後の冷え込みを懸念する声もあり、当社グル

ープを取り巻く経営環境は予断を許さない厳しい状況にあります。 

   事業セグメント別の概況は次の通りです。 

 

 ＜プレス関連製品＞ 

   自動車用プレス製品におきましては、国内、北米ともに昨年来の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ました。当累計期間後半におきましては、減税や補助金

効果により対象車の生産は堅調に推移しましたが、当累計期間でのプレス関連製品全体の

売上高は 166 億９千９百万円、前年同期比 108 億４千３百万円の減収（39.4％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企業の設備投資

や住宅着工戸数は大きく落ち込んだまま低調に推移しました。また、物流輸送部門におき

ましても輸送需要は、景気低迷により引き続き低調なまま推移しており、非プレス関連製品

全体での売上高は 165 億６千３百万円、前年同期比 29 億４千 3 百万円の減収（15.1％減）

となりました。 

 

当社グループは、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、役員報酬お

よび管理職給与の減額などによる労務費を含む固定費の削減、製造原価の低減活動を推

し進めてまいりました。 

こうしたなかで、当第２四半期連結累計期間の売上高は、前年同期比 29.3％減の 332 億

６千２百万円となりました。 

利益面につきましては、プレス関連製品では売上の大幅な減少により減益となりました。

非プレス関連製品では原材料、燃料価格が前年に比べて下落したことにより増益となりまし

た。これらにより、営業利益は前年同期比 53.5％減の 21 億５千６百万円となりました。経常

利益は前年同期比 60.5％減の 20 億５千９百万円となりましたが、これは営業外費用として
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主に海外子会社への貸付金に係る為替差損４億９千５百万円を計上（前年同期は為替差

益１億４千３百万円を計上）したためであります。四半期純利益につきましては前年同期比

64.6％減の９億３千４百万円となりましたが、これは保有株式の評価額の上昇により投資有

価証券評価損が６千７百万円と４億４千１百万円減少したこと、および課税所得の減少によ

り法人税等の負担額が８億８千７百万円と９億４千４百万円減少したことによるものです。 

 

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、売上高の増加により受取手形及び売掛金、債権等信託受益権が増加した

一方、有価証券が減少したことにより２億９千１百万円増加し、423 億９千４百万円となりまし

た。固定資産は、Topre America Corporation、東プレ埼玉などの設備投資に加え、生産

用金型の投資、神奈川県伊勢原市の冷凍車新サービスセンター建設などにより建設仮勘

定が増加したことから有形固定資産が増加しました。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ともない長期貸付金が減

少したことにより 56 億７千１百万円増加の、450 億７千２百万円となりました。この結果、当第

２四半期末の総資産は、前期末に比べ 59 億６千２百万円増加し、874 億６千７百万円となり

ました。 

（負債の部） 

   流動負債は、支払手形及び買掛金および東プレ埼玉の設備投資にともなう営業外支払

手形が増加したことなどから 31 億１千６百万円増加し、202 億９百万円となりました。固定負

債では、長期借入金が減少しましたが、保有株式の評価額が上昇し繰延税金負債が増加

したことにより３億６千８百万円増加し、29 億６千７百万円となりました。この結果、負債合計

では、前期末に比べ 34 億８千４百万円増加し、231 億７千７百万円となりました。 

（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、為替換算調整

勘定の減少額が縮小したことにより、前期末に比べ 24 億７千９百万円増加の 642 億９千万

円となりました。 

 

② キャッシュ・フローの状況 

当第２四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 28 億２千２百万円減少の 146 億４百万円となりまし

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、51 億９千９百万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 19 億８千万円、非資金取引である減価償却費 26 億５
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千６百万円、仕入債務の増加 20 億７千 2 百万円であります。主な減少要因は、売上債権の

増加 12 億２千６百万円であります。  

（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、76 億４百万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15億９千６百万円、有形固定資産の取得による支出62億２千２

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、５億８千２百万円の減少となりました。主に、長期借

入金の返済による支出、および配当金の支払３億５千６百万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 

平成 22 年３月期の業績予想につきましては、平成 21 年 10 月 27 日に公表いたしました

予想値から変更はありません。 

当社グループを取り巻く経営環境は、いずれの部門におきましても厳しい状況が続くと予

想されますが、引き続き固定費の圧縮、生産性の向上を図り収益の回復に努めてまいりま

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 

当第２四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  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。 

 

 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２四半期連結会計期間末 
(平成21年９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 8,663 8,832 

受取手形及び売掛金 16,484 15,213 

有価証券 4,983 7,385 

商品及び製品 1,310 1,022 

仕掛品 1,740 2,314 

原材料及び貯蔵品 1,232 1,174 

その他 7,993 6,174 

貸倒引当金 △15 △13 

流動資産合計 42,394 42,103 

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 10,090 7,343 

その他（純額） 20,965 17,492 

有形固定資産合計 31,055 24,835 

無形固定資産 142 155 

投資その他の資産   

投資有価証券 11,814 10,856 

その他 2,119 3,616 

貸倒引当金 △59 △63 

投資その他の資産合計 13,874 14,410 

固定資産合計 45,072 39,401 

資産合計 87,467 81,505 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,136 11,021 

短期借入金 30 30 

1年内返済予定の長期借入金 313 313 

未払法人税等 824 252 

賞与引当金 1,076 1,219 

役員賞与引当金 27 57 

製品保証引当金 175 182 

その他 4,624 4,017 

流動負債合計 20,209 17,093 

固定負債   

長期借入金 181 336 

長期未払金 961 961 

その他 1,824 1,301 

固定負債合計 2,967 2,599 

負債合計 23,177 19,693 

東プレ㈱（5975）　平成22年３月期　第２四半期決算短信
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(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末 
(平成21年９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 50,789 50,212 

自己株式 △1,843 △1,842 

株主資本合計 59,397 58,822 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,031 202 

為替換算調整勘定 △622 △1,539 

評価・換算差額等合計 409 △1,336 

少数株主持分 4,483 4,326 

純資産合計 64,290 61,811 

負債純資産合計 87,467 81,505 

東プレ㈱（5975）　平成22年３月期　第２四半期決算短信

7



(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 47,048 33,262 

売上原価 37,958 27,303 

売上総利益 9,089 5,959 

販売費及び一般管理費 4,448 3,802 

営業利益 4,641 2,156 

営業外収益   

受取利息 87 88 

受取配当金 157 98 

有価証券売却益 16 － 

固定資産賃貸料 56 57 

為替差益 143 － 

受取保険料 89 86 

その他 46 84 

営業外収益合計 596 415 

営業外費用   

支払利息 8 5 

有価証券売却損 1 － 

固定資産賃貸費用 11 10 

為替差損 － 495 

その他 1 0 

営業外費用合計 22 512 

経常利益 5,215 2,059 

特別利益   

固定資産売却益 7 9 

投資有価証券売却益 1 7 

その他 0 3 

特別利益合計 9 20 

特別損失   

固定資産除却損 40 27 

減損損失 3 4 

投資有価証券評価損 508 67 

その他 0 0 

特別損失合計 552 99 

税金等調整前四半期純利益 4,672 1,980 

法人税、住民税及び事業税 1,785 850 

法人税等調整額 46 37 

法人税等合計 1,831 887 

少数株主利益 201 158 

四半期純利益 2,638 934 

東プレ㈱（5975）　平成22年３月期　第２四半期決算短信
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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)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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 4,672 1,980 

減価償却費 3,819 2,656 

賞与引当金の増減額（△は減少） 36 △142 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △40 △29 

製品保証引当金の増減額（△は減少） △4 △6 

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） 82 236 

受取利息 △87 △88 

受取配当金 △157 △98 

支払利息 0 5 

為替差損益（△は益） △148 441 

有価証券売却損益（△は益） △15 － 

投資有価証券売却損益（△は益） △1 △7 

投資有価証券評価損益（△は益） 508 67 

固定資産売却損益（△は益） － △9 

固定資産除却損 40 27 

売上債権の増減額（△は増加） △1,343 △1,226 

たな卸資産の増減額（△は増加） 134 285 

仕入債務の増減額（△は減少） 909 2,072 

その他 808 △976 

小計 8,184 5,189 

利息及び配当金の受取額 196 138 

利息の支払額 △5 △11 

法人税等の支払額 △1,026 △117 

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,349 5,199 

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 △1,101 △1,596 

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 △1,598 － 

有価証券の売却による収入 451 98 

有形固定資産の取得による支出 △2,335 △6,222 

投資有価証券の取得による支出 △1,280 △538 

投資有価証券の売却及び償還による収入 311 658 

信託受益権の取得による支出 － △100 

信託受益権の償還による収入 114 － 

貸付けによる支出 △21 △15 

貸付金の回収による収入 50 38 

その他 48 73 

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,761 △7,604 
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(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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 △30 △30 

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 △157 △156 

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △1 △17 

自己株式の取得による支出 △12 △1 

自己株式の売却による収入 0 0 

配当金の支払額 △358 △356 

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 △579 △582 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △32 67 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,975 △2,918 

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 15,608 14,604 
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該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間(自  平成20年４月１日  至  平成20年９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   

 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58百万円、「非プレス

関連製品事業」で12百万円増加し、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

27,542 19,506 47,048 ― 47,048

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

1,048 1,450 2,499 (2,499)―

計 28,590 20,957 49,547(2,499)47,048

営業利益 3,757 884 4,641 (―) 4,641

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２四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年９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

16,699 16,563 33,262 ― 33,262

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高

241 961 1,203 （1,203）―

計 16,941 17,525 34,466（1,203） 33,262

営業利益 1,221 935 2,156 （―） 2,156

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２四半期連結累計期間(自  平成20年４月１日  至  平成20年９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86百万円増加し、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70百万円増加し、営業利益が同額減少

しております。 

  

当第２四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年９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

39,113 7,935 47,048 ― 47,048

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

760 ― 760 (760) ―

計 39,873 7,935 47,809 (760) 47,048

営業利益 3,304 1,337 4,641 (―) 4,641

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

29,582 3,680 33,262― 33,262

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高

352 ― 352 （352） ―

計 29,935 3,680 33,615（352） 33,262

営業利益 2,030 126 2,156 （―） 2,156
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前第２四半期連結累計期間(自  平成20年４月１日  至  平成20年９月30日) 

  

 
  

当第２四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年９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) 7,935 7,935

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― 47,048

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

16.9 16.9

北米 計

Ⅰ  海外売上高(百万円) 3,680 3,680

Ⅱ  連結売上高(百万円) ― 33,262

Ⅲ  連結売上高に占める 
    海外売上高の割合(％)

11.0 11.0

(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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