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

22年3月期第3四半期 39,097 △24.5 2,560 △34.1 2,581 △32.7 1,412 △30.3

21年3月期第3四半期 51,782 ― 3,886 ― 3,834 ― 2,026 ―

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3四半期 176.31 ―

21年3月期第3四半期 243.26 ―

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3四半期 62,106 24,559 31.3 2,424.54
21年3月期 59,457 21,806 29.3 2,177.02

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  19,428百万円 21年3月期  17,445百万円

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 ― 15.00 ― 15.00 30.00
22年3月期 ― 10.00 ―

22年3月期 
（予想）

10.00 20.00

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 52,700 △20.1 2,750 △35.5 2,550 △26.6 1,150 △36.3 143.51
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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  
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 

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述は、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条件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 
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。 

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3四半期 8,737,200株 21年3月期  8,737,200株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  723,822株 21年3月期  723,662株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 8,013,398株 21年3月期第3四半期 8,330,804株
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当第３四半期連結累計期間における国内外の経済情勢は、金融危機により急激に後退した世界景気が緩
やかな回復基調に転じつつある中、国内では外需に依存した景気持ち直しの兆しが見え始めたものの、円
高やデフレ進行による企業業績への懸念、雇用情勢や設備投資の低迷が続くなど、依然として先行き不透
明な状況が続きました。一方、海外におきましては、大規模な景気刺激策等により米国経済に回復の兆し
が見え始め、中国やインドでの内需拡大を背景にアジアを中心として景気回復の動きが見られました。 
 自動車業界におきましては、国内ではエコカー減税や補助金効果等により販売はハイブリッド車など低
燃費車を中心に持ち直してまいりましたものの、輸出は引き続き低迷したことから、国内生産は低い水準
で推移いたしました。海外におきましては、中国やブラジル等の新興国を中心に、政府の購入支援策など
により生産、販売は増加基調で推移いたしました。 
 このような状況のもと当社グループは、新型車に係る受注部品の量産立ち上げに注力するとともに、長
期化する自動車市場の低迷に対応するべく、引き続き固定費削減、原価低減活動、合理化、経費削減等に
よる収益体質の再構築を推進してまいりました。 
 当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、国内及び北米を中心とした車体部品の販売が依然と
して低迷したこと及び為替換算の影響などにより、売上高は39,097百万円(前年同四半期比24.5％減)とな
り、営業利益は2,560百万円(前年同四半期比34.1％減)、経常利益は2,581百万円(前年同四半期比32.7％
減)、四半期純利益は1,412百万円(前年同四半期比30.3％減)となりました。 
所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。 

①日本 
国内におきましては、主要得意先の生産減少により引き続き車体部品の売上が大幅に減少いたしました

ほか、金型設備の販売及び試作売上等も減少し、売上高18,452百万円(前年同四半期比38.0％減)、営業利
益156百万円(前年同四半期比90.2 ％減)となりました。 
②北米 
北米におきましては、車体部品の大幅な売上減及び為替換算の影響により、売上高2,822百万円(前年同

四半期比45.0％減)、営業損失71百万円(前年同四半期は営業利益599百万円)となりました。  
③アジア 
アジアにおきましては、中国における車体部品の売上は回復基調で推移いたしましたものの、金型設備

の販売が減少いたしましたほか為替換算の影響もあり、売上高は13,227百万円(前年同四半期比10.8％減)
となり、営業利益は1,558百万円(前年同四半期比0.3％減)となりました。 
④中南米 
中南米におきましては、ブラジルにおける車体部品の売上は増加傾向で推移し、金型設備の販売もあり

ましたものの、為替換算の影響により売上高は5,159百万円(前年同四半期比9.5％減)となり、営業利益は
649百万円(前年同四半期比107.0％増)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
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当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末より2,648百万円増加し、62,106
百万円となりました。これは主に、売掛金などの流動資産の増加や埼玉工場の建物取得、中国における新
型車受注部品生産用設備及び生産能力増強用設備の取得などによる固定資産の増加によるものでありま
す。 
負債合計は、前連結会計年度末より103百万円減少し、37,546百万円となりました。これは主に、借入

金の返済が進んだことなどによるものであります。 
純資産合計は、為替換算調整勘定などにより前連結会計年度末より2,752百万円増加し、24,559百万円

となりました。 
  
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

度末より708百万円減少し、2,196百万円となりました。  
当第３四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりでありま

す。 
 (営業活動によるキャッシュ・フロー) 
営業活動の結果得られた資金は、8,584百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益

が2,771百万円、有形固定資産等の減価償却費6,018百万円、売上債権の増加額△1,328百万円、仕入債務
の増加額1,071百万円などによるものであります。 
 (投資活動によるキャッシュ・フロー) 
投資活動の結果使用した資金は、7,123百万円となりました。これは主に、国内の生産体質改革を目的

とした埼玉工場の建設投資及び国内外の新規車種生産用設備の取得などの有形固定資産の取得による支出
△7,709百万円、投資有価証券の売却による収入625百万円などによるものであります。 
 (財務活動によるキャッシュ・フロー) 
財務活動の結果使用した資金は、2,258百万円となりました。これは主に、長期借入れによる収入3,791

百万円、長期借入金の返済による支出△3,768百万円、短期借入金の純増減額△1,263百万円、ファイナン
ス・リース債務の返済による支出△667百万円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、一部で景気回復の動きが見られますものの、国内では企業の生産活動や
設備投資は低い水準にあり、海外においても内需拡大が見込まれる中国等を除き景気は引き続き低迷する
ことが予想され、自動車市場は依然として厳しい状況が続くものと考えられます。 
 当社グループは、一層のコスト削減、合理化等を推進し、引き続き国内外で収益改善を図ってまいりま
す。 
 平成22年３月期の業績予想につきましては、現段階では平成21年８月31日に公表いたしました業績予想
に変更はございません。 

  
  

該当事項はありません。 
  

(たな卸資産の評価方法) 
当第３四半期会計期間末におけるたな卸高の算出に関して、実地たな卸を省略し、第２四半期連結会

計期間末に係る実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算出しております。 
  

該当事項はありません。 
  

2. 連結財政状態に関する定性的情報

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

(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
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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：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,084,102 3,714,730

受取手形及び売掛金 7,304,155 5,588,573

製品 266,363 252,871

仕掛品 1,786,881 2,040,379

原材料 789,439 759,595

貯蔵品 236,081 190,634

その他 1,239,948 1,950,098

流動資産合計 14,706,972 14,496,884

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 13,842,357 8,312,145

機械装置及び運搬具（純額） 10,713,876 10,512,621

工具、器具及び備品（純額） 6,055,288 3,851,675

土地 7,289,478 7,271,941

建設仮勘定 1,286,018 7,378,712

有形固定資産合計 39,187,019 37,327,097

無形固定資産 476,538 435,963

投資その他の資産   

投資有価証券 6,649,093 6,075,568

その他 1,086,518 1,121,993

投資その他の資産合計 7,735,612 7,197,562

固定資産合計 47,399,170 44,960,622

資産合計 62,106,143 59,457,506

負債の部   

流動負債   

買掛金 4,870,659 3,719,141

短期借入金 11,486,000 12,733,730

1年内返済予定の長期借入金 5,072,012 4,192,962

未払法人税等 70,787 －

賞与引当金 380,569 596,538

役員賞与引当金 11,250 17,500

損害補償損失引当金 － 55,000

その他 3,609,579 3,393,576

流動負債合計 25,500,858 24,708,449

固定負債   

長期借入金 10,206,464 11,037,555

退職給付引当金 460,061 691,935

役員退職慰労引当金 390,530 370,562

その他 989,022 842,232

固定負債合計 12,046,078 12,942,286

負債合計 37,546,937 37,650,735
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,531,708 1,531,708

資本剰余金 1,620,525 1,620,525

利益剰余金 18,872,468 17,659,961

自己株式 △1,059,812 △1,059,666

株主資本合計 20,964,889 19,752,527

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 926,604 791,440

為替換算調整勘定 △2,462,720 △3,098,309

評価・換算差額等合計 △1,536,116 △2,306,868

少数株主持分 5,130,432 4,361,112

純資産合計 24,559,205 21,806,771

負債純資産合計 62,106,143 59,457,506
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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：千円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 51,782,319 39,097,591

売上原価 44,391,546 33,681,814

売上総利益 7,390,773 5,415,777

販売費及び一般管理費 3,503,860 2,855,757

営業利益 3,886,912 2,560,019

営業外収益   

受取利息 66,169 37,085

受取配当金 66,716 22,124

持分法による投資利益 261,831 212,615

その他 138,444 166,101

営業外収益合計 533,161 437,927

営業外費用   

支払利息 480,552 413,275

為替差損 55,255 －

その他 50,012 2,815

営業外費用合計 585,820 416,091

経常利益 3,834,253 2,581,855

特別利益   

固定資産売却益 8,334 2,326

投資有価証券売却益 － 536,584

持分変動利益 10,406 －

損害賠償損失引当金戻入益 － 14,000

特別利益合計 18,740 552,910

特別損失   

固定資産売却損 1,025 124

固定資産除却損 38,274 26,191

早期割増退職金 － 5,271

希望退職金 － 326,290

貸倒引当金繰入額 － 4,940

その他 30 －

特別損失合計 39,329 362,818

税金等調整前四半期純利益 3,813,664 2,771,947

法人税、住民税及び事業税 1,018,400 420,221

法人税等調整額 93,988 205,389

法人税等合計 1,112,388 625,611

少数株主利益 674,700 733,492

四半期純利益 2,026,575 1,412,843
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 3,813,664 2,771,947

減価償却費 5,369,052 6,018,378

退職給付引当金の増減額（△は減少） 43,921 △231,874

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △31,278 19,968

賞与引当金の増減額（△は減少） △87,982 △236,708

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △12,125 △6,250

受取利息及び受取配当金 △132,886 △59,209

支払利息 480,552 413,275

持分法による投資損益（△は益） △261,831 △212,615

持分法適用会社への未実現利益調整額 6,496 △233,700

投資有価証券売却損益（△は益） － △536,584

固定資産売却損益（△は益） △7,309 △2,201

固定資産除却損 38,274 26,191

希望退職金 － 326,290

売上債権の増減額（△は増加） △1,690,330 △1,328,164

たな卸資産の増減額（△は増加） △638,876 358,501

仕入債務の増減額（△は減少） 213,855 1,071,379

未払消費税等の増減額（△は減少） 166,522 △233,779

前受金の増減額（長期を含む）（△は減少） 323,396 755,926

未払金の増減額（△は減少） 262,557 675,358

その他 △80,987 30,056

小計 7,774,686 9,386,185

利息及び配当金の受取額 141,748 119,309

利息の支払額 △470,935 △410,156

法人税等の還付額 － 222,919

法人税等の支払額 △1,327,029 △366,177

国庫補助金等の受取額 74,183 －

希望退職金の支払額 － △326,290

損害賠償金の支払額 － △41,000

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,192,653 8,584,789

菊池プレス工業㈱（５９７０）平成22年３月期　第３四半期決算短信

8



（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

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 △737,850 △938,730

定期預金の払戻による収入 555,570 855,750

有形固定資産の取得による支出 △11,005,850 △7,709,154

有形固定資産の売却による収入 932,282 44,460

無形固定資産の取得による支出 △18,949 △7,657

投資有価証券の取得による支出 △18,424 △14,087

投資有価証券の売却による収入 － 625,296

その他 △126,009 20,510

投資活動によるキャッシュ・フロー △10,419,232 △7,123,612

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） 3,309,534 △1,263,977

割賦債務及びファイナンス・リース債務の返済に
よる支出

△580,457 △667,933

長期借入れによる収入 5,587,561 3,791,500

長期借入金の返済による支出 △2,819,489 △3,768,761

少数株主からの持分取得による収入 106,953 －

自己株式の取得による支出 △1,057,094 △145

配当金の支払額 △219,696 △198,052

少数株主への配当金の支払額 △138,096 △151,410

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,189,215 △2,258,781

現金及び現金同等物に係る換算差額 △176,956 89,427

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △214,320 △708,177

現金及び現金同等物の期首残高 2,148,024 2,905,080

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △141,910 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,791,794 2,196,902
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当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日) 

該当事項はありません。 

  

前第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)及び当第３四半期連結累計

期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日)において、当連結グループは、車体プレス部品、厚

物精密プレス部品等の輸送用機器部品の製造・販売を主な事業としている専門メーカーでありますので、

当該事業以外に開示基準に該当するセグメントがありません。このため事業の種類別セグメント情報の記

載を省略しております。  

  

前第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．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。  

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は、次のとおりであります。 

     (1) 北米地域  …… 米国  

     (2) アジア地域 …… 中国  

     (3) 中南米地域 …… ブラジル 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日) 

 
(注) １．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。  

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は、次のとおりであります。 

     (1) 北米地域  …… 米国  

     (2) アジア地域 …… 中国  

     (3) 中南米地域 …… ブラジル 

  

(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】

【所在地別セグメント情報】

日本 
(千円)

北米地域
(千円)

アジア地域
(千円)

中南米地域
(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

26,111,724 5,134,886 14,837,049 5,698,659 51,782,319 ― 51,782,319

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

3,635,773 ― ― ― 3,635,773 (3,635,773) ―

計 29,747,498 5,134,886 14,837,049 5,698,659 55,418,093 (3,635,773) 51,782,319

営業利益 1,588,747 599,613 1,562,602 313,679 4,064,642 (177,730) 3,886,912

 
 

日本 
(千円)

北米地域
(千円)

アジア地域
(千円)

中南米地域
(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

17,888,055 2,822,478 13,227,907 5,159,149 39,097,591 ― 39,097,591

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

564,897 ― ― ― 564,897 (564,897) ―

計 18,452,953 2,822,478 13,227,907 5,159,149 39,662,489 (564,897) 39,097,591

営業利益又は営業損失 156,047 (71,209) 1,558,512 649,463 2,292,814 267,205 2,560,019
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前第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．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。  

２．各区分に属する地域の内訳は、次のとおりであります。 

     (1) 北米地域  ……… 米国、カナダ  

     (2) アジア地域 ……… 中国、マレーシア、韓国、インド  

     (3) 中南米地域 ……… ブラジル  

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。 

  

当第３四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年12月31日) 

 
(注) １．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。  

２．各区分に属する地域の内訳は、次のとおりであります。 

     (1) 北米地域  ……… 米国、カナダ  

     (2) アジア地域 ……… 中国、マレーシア、タイ 

     (3) 中南米地域 ……… ブラジル、アルゼンチン 

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。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日) 

 該当事項はありません。 
  

【海外売上高】

北米地域 アジア地域 中南米地域 計

Ⅰ. 海外売上高(千円) 6,804,693 16,013,606 7,680,905 30,499,206

Ⅱ. 連結売上高(千円) ― ― ― 51,782,319

Ⅲ. 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

13.1 30.9 14.9 58.9

北米地域 アジア地域 中南米地域 計

Ⅰ. 海外売上高(千円) 4,639,035 13,403,310 5,479,437 23,521,783

Ⅱ. 連結売上高(千円) ― ― ― 39,097,591

Ⅲ. 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

11.9 34.3 14.0 60.2

(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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