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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 50,957 △23.7 2,875 △50.5 3,003 △49.7 1,469 △45.6

21年3月期第3四半期 66,819 ― 5,804 ― 5,970 ― 2,700 ―

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 28.76 ―

21年3月期第3四半期 52.55 ―

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 87,766 63,986 67.8 1,164.58
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3四半期  59,507百万円 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3四半期 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3四半期  2,923,993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3四半期 51,098,683株 21年3月期第3四半期 51,395,297株
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                    東プレ㈱（5975） 平成 22 年３月期 第３四半期決算短信 

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３四半期連結累計期間の経済情勢は、各国において打ち出された景気対策や一部

新興国の好調な経済にけん引された輸出や生産の回復により、底打ちの様相を呈してまい

りました。しかしながら、国内企業の業績や体力の回復までには至っておらず、引き続き設

備投資の手控えや雇用の抑制などにより市況は低迷しており、消費を底支えしてきた景気

対策の終了後への懸念を払拭するには至っておりません。また、為替の動向は極めて不透

明であり、前期末に比べ円高に推移しており不安定要因となっております。 

   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、エコカー減税など景気対策

による需要の底上げ効果により、昨年８月以降国内新車販売台数は前年実績を上回り回復

の兆しも見られるものの、国内自動車生産は、一部の新興国向けを除き輸出不振の影響に

より依然として低水準であり、当社グループを取り巻く経営環境は、引き続き予断を許さない

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、北米ともに当累計期間前半の自動車メーカ

ーの減産および在庫調整の影響が残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、減税などの効果により国内の乗用車生産台数は徐々に持ち直しつつあり比較

的堅調に推移しましたが、プレス関連製品全体の売上高は 267 億５千３百万円、前年同期

比 119 億５千万円の減収（30.9％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も、トラック需要は引き続き低迷しており、ま

た不透明な経済情勢下で、国内での設備投資や住宅着工戸数につきましても、企業や消

費者は慎重な姿勢は崩しておらず、低調に推移しました。また、物流輸送部門におきまして

も新規顧客の開拓に取り組んだものの、非プレス関連製品全体での売上高は 242 億４百万

円、前年同期比 39 億１千２百万円の減収（13.9％減）となりました。 

こうしたなかで、当第３四半期連結累計期間の売上高は、前年同期比 23.7％減の 509 億

５千７百万円となりました。 

 

利益面につきましては、固定費の圧縮、生産性の向上に取り組んでまいりましたが、いず

れの部門におきましても売上の減少の影響により減益となりました。 

営業利益は前年同期比 50.5％減の 28 億７千５百万円となりました。経常利益は前年同

期比 49.7％減の 30 億３百万円となりました。四半期純利益につきましては前年同期比

45.6％減の 14 億６千９百万円となりましたが、これは投資有価証券評価損が１億１百万と 13

億４千８百万円減少したこと、および課税所得の減少により法人税等の負担額が 12 億 6 千

８百万円と５億２百万円減少したことによるものです。 
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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、受取手形及び売掛金、現金及び預金が売上高の増加および金融機関の

休日の影響により増加し、また債権等信託受益権も増加しましたが、有価証券が減少したこ

とにより、全体として９億１千５百万円増加し、430 億１千８百万円となりました。 

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

金型等への投資、冷凍車新サービスセンター建設などにより建物及び構築物、機械装置及

び運搬具、工具器具及び備品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 53 億４千６百万円増加の、447 億４千７百万円と

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 62 億６千１百万円増加し、877 億

６千６百万円となりました。 

（負債の部） 

   流動負債は、仕入の増加および金融機関の休日の影響により、支払手形及び買掛金が

増加したことから、36 億２千９百万円増加し、207 億２千２百万円となりました。 

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４億５千８百万円増加し、30 億５千７百万円となりました。 

この結果、負債合計では、前期末に比べ 40 億８千６百万円増加し、237 億７千９百万円と

なりました。 

（純資産の部） 

   利益剰余金および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 21 億７千５百万円増加の

639 億８千６百万円となりました。 

 

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 24 億円減少し 150 億２千６百万円となりました。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、80 億６千６百万円の増加となりました。主な増加要

因は、非資金取引である減価償却費 44 億１千６百万円、税金等調整前当期純利益 28 億７

千９百万円、仕入債務の増加 39 億３千９百万円であります。主な減少要因は、売上債権の

増加 21 億２千３百万円、賞与引当金の減少７億９千万円、法人税等の支払額６億２千７百

万円であります。  
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（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、97 億１千２百万円の減少となりました。主な減少要

因は、有形固定資産の取得による支出 88 億４百万円、定期預金の預入による支出 11 億９

千７百万であります。 

（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、８億９千４百万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６億７千６百万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予断を許さない厳し

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。 

 

 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 9,599 8,832 

受取手形及び売掛金 17,080 15,213 

有価証券 5,078 7,385 

商品及び製品 1,265 1,022 

仕掛品 2,014 2,314 

原材料及び貯蔵品 1,253 1,174 

その他 6,742 6,174 

貸倒引当金 △15 △13 

流動資産合計 43,018 42,103 

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 9,517 7,343 

その他（純額） 21,266 17,492 

有形固定資産合計 30,783 24,835 

無形固定資産 138 155 

投資その他の資産   

投資有価証券 12,002 10,856 

その他 1,883 3,616 

貸倒引当金 △59 △63 

投資その他の資産合計 13,825 14,410 

固定資産合計 44,747 39,401 

資産合計 87,766 81,505 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 14,957 11,021 

短期借入金 52 30 

1年内返済予定の長期借入金 313 313 

未払法人税等 421 252 

賞与引当金 428 1,219 

役員賞与引当金 41 57 

製品保証引当金 170 182 

その他 4,336 4,017 

流動負債合計 20,722 17,093 

固定負債   

長期借入金 176 336 

長期未払金 961 961 

その他 1,919 1,301 

固定負債合計 3,057 2,599 

負債合計 23,779 19,693 

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

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 5,610 5,610 

資本剰余金 4,840 4,840 

利益剰余金 50,966 50,212 

自己株式 △1,843 △1,842 

株主資本合計 59,574 58,822 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,248 202 

為替換算調整勘定 △1,315 △1,539 

評価・換算差額等合計 △67 △1,336 

少数株主持分 4,479 4,326 

純資産合計 63,986 61,811 

負債純資産合計 87,766 81,505 

東プレ㈱（5975）　平成22年３月期　第３四半期決算短信
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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）

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 66,819 50,957 

売上原価 54,400 42,274 

売上総利益 12,419 8,683 

販売費及び一般管理費 6,614 5,808 

営業利益 5,804 2,875 

営業外収益   

受取利息 133 118 

受取配当金 219 129 

有価証券売却益 16 － 

固定資産賃貸料 81 84 

保険配当金 89 86 

その他 67 119 

営業外収益合計 608 538 

営業外費用   

支払利息 9 6 

有価証券売却損 1 － 

固定資産賃貸費用 15 14 

為替差損 412 388 

その他 3 0 

営業外費用合計 442 409 

経常利益 5,970 3,003 

特別利益   

固定資産売却益 169 13 

投資有価証券売却益 1 10 

その他 0 － 

特別利益合計 170 24 

特別損失   

固定資産除却損 70 42 

減損損失 3 4 

投資有価証券評価損 1,449 101 

その他 1 0 

特別損失合計 1,525 148 

税金等調整前四半期純利益 4,616 2,879 

法人税、住民税及び事業税 1,274 936 

法人税等調整額 496 331 

法人税等合計 1,770 1,268 

少数株主利益 145 141 

四半期純利益 2,700 1,469 
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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 4,616 2,879 

減価償却費 5,324 4,416 

賞与引当金の増減額（△は減少） △702 △790 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △26 △15 

製品保証引当金の増減額（△は減少） △1 △11 

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） 122 352 

受取利息 △133 △118 

受取配当金 △219 △129 

支払利息 9 6 

為替差損益（△は益） 409 367 

有価証券売却損益（△は益） △15 － 

投資有価証券売却損益（△は益） △1 △10 

投資有価証券評価損益（△は益） 1,449 101 

固定資産売却損益（△は益） △169 △13 

固定資産除却損 70 42 

売上債権の増減額（△は増加） 1,706 △2,123 

たな卸資産の増減額（△は増加） △145 △39 

仕入債務の増減額（△は減少） △23 3,939 

その他 1,706 △337 

小計 12,948 8,514 

利息及び配当金の受取額 299 201 

利息の支払額 △15 △22 

法人税等の支払額 △2,041 △627 

営業活動によるキャッシュ・フロー 11,191 8,066 

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 △1,197 

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 △150 

有価証券の売却による収入 851 198 

有形固定資産の取得による支出 △4,397 △8,804 

有形固定資産の売却による収入 240 84 

投資有価証券の取得による支出 △2,941 △1,009 

投資有価証券の売却及び償還による収入 612 1,141 

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 △352 △24 

貸付金の回収による収入 59 53 

その他 0 97 

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,012 △9,712 

東プレ㈱（5975）　平成22年３月期　第３四半期決算短信

9



(単位：百万円)

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) 

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 △37 △37 

短期借入れによる収入 60 60 

長期借入金の返済による支出 △161 △160 

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △3 △28 

自己株式の取得による支出 △257 △1 

自己株式の売却による収入 0 0 

配当金の支払額 △676 △676 

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 △1,125 △894 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △99 42 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,953 △2,497 

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 15,586 15,026 
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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) 

  

 
(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21年４月１日  至  平成21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 

 
  

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

26,753 24,204 50,957 ― 50,957

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高

399 1,496 1,895 （1,895）―

計 27,152 25,700 52,853（1,895） 50,957

営業利益 1,847 1,027 2,875 （―） 2,875

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、地理的接近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 

  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21年４月１日  至  平成21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 

  

【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

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

45,040 5,917 50,957 ― 50,957

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高

654 ― 654 （654） ―

計 45,694 5,917 51,611（654） 50,957

営業利益 2,504 370 2,875 （―） 2,875
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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) 

  

 
  

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) 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

北米 計

Ⅰ  海外売上高(百万円) 5,917 5,917

Ⅱ  連結売上高(百万円) ― 50,957

Ⅲ  連結売上高に占める 
    海外売上高の割合(％)

11.6 11.6

(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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