
 

 

各位 
平成 24 年 11 月 12 日 

会社名    三 櫻 工 業 株 式 会 社 

代表者名 取 締 役 社 長 篠原  利幸 

（コード番号 6584 東証第一部） 

問合せ先 取締役執行役員          

財 務 管 理 部 長 篠原  良幸 

（TEL 0280-33-1121） 

 
 

（訂正）「平成 21 年 3 月期 第 1 四半期 決算短信」の一部訂正について 
 

当社は、本日付「訂正有価証券報告書等の提出及び過年度決算短信等の一部訂正に関するお知らせ」 

で開示いたしましたとおり、過 年 度 の決 算 を訂 正 することといたしました。 

このため、平成 20 年 7 月 30 日に発表いたしました「平成 21 年 3 月期 第 1 四半期 決算短信」の 

記載内容を一部訂正いたしましたので下記の通りお知らせいたします。 
 

訂正事項 
 

・ サマリー情報  １．平成 21 年 3 月期第 1 四半期の連結業績 
 

      ・ 添付資料     【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 

                   ２．連結財政状態に関する定性的情報 

                   ５．四半期連結財務諸表 

                  「参考資料」 

                   前四半期に係る財務諸表等 
 
      訂正箇所につきましては＿を付して表示しております。 
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（訂正前） 

（百万円未満四捨五入） 
１．平成 21 年 3 月期第 1 四半期の連結業績（平成 20 年 4 月 1 日～平成 20 年 6 月 30 日） 
(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 1 四半期 22,637 ― 873 ― 891 ― 331 ― 

20 年 3 月期第 1 四半期 23,082 15.5 1,044 65.6 1,166 94.9 565 198.0
 

 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 1 四半期 9.32 ― 

20 年 3 月期第 1 四半期 15.70 15.68

 
(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 1 四半期 70,253 34,264 46.2 914.52

20 年 3 月期 71,417 34,682 45.8 923.02
(参考) 自己資本       21 年 3 月期 第 1 四半期  32,432 百万円  20 年 3 月期  32,733 百万円 
 
（訂正後） 

（百万円未満四捨五入） 
１．平成 21 年 3 月期第 1 四半期の連結業績（平成 20 年 4 月 1 日～平成 20 年 6 月 30 日） 
(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 1 四半期 22,637 ― 833 ― 851 ― 306 ― 

20 年 3 月期第 1 四半期 23,082 15.5 1,029 66.8 1,151 96.8 557 206.0
 

 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 1 四半期 8.64 ― 

20 年 3 月期第 1 四半期 15.45 15.43

 
(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 1 四半期 70,691 33,618 45.0 896.31

20 年 3 月期 71,839 34,061 44.7 905.50
(参考) 自己資本       21 年 3 月期 第 1 四半期  31,786 百万円  20 年 3 月期  32,112 百万円 
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（訂正前）  

当第１四半期連結会計期間における国内経済は、原油・原材料価格の上昇が進み、景気の不透明感がが強まりつ

つあります。海外におきましては、米国経済はサブプライムローン問題に端を発した景気の減速が続き、欧州経済

は景気回復が緩やかになっています。一方、アジア経済は、中国を中心に拡大基調で推移いたしました。  

 このような経済状況のもとで、当社グループは主力製品である自動車・輸送用機器用配管製品ならびに自動車用

樹脂製品の新規受注、受注拡大に取り組むとともに、国内外の子会社・関連会社との企業ネットワークを使った受

注活動を展開いたしました。 

 その結果、当第１四半期の売上高は、前年同期と比べて1.9％減少し226億37百万円にとどまりました。利益面に

つきましても、原材料価格の上昇等によるコスト増加の影響等により、経常利益は前年同期と比べて23.6％減少の

８億91百万円、四半期純利益は、前年同期と比べて41.5％減少の３億31百万円となりました。  

  

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 

 売上高は、前年同期と比べて0.4％増加し128億93百万円となりました。営業利益につきましては、原材料価格

の上昇等により、前年同期と比べて39.0％減少の３億83百万円となりました。 

②北米・中南米 

 アメリカ国内における自動車生産の減少に伴い、売上高は、前年同期と比べて12.7％減少し53億99百万円とな

りました。営業利益につきましては、前年同期と比べて370.4％増加の90百万円となりました。 

③その他 

 （欧州） 

  昨年８月からサンオー マジャール kft.の新工場での生産が開始したことにより、売上高は、前年同期と比

べて1.4％増加し、14億36百万円となりましたが、営業利益につきましては、前年同期と比べて50.3％減少の64

百万円にとどまりました。 

（中国・アジア） 

 中国、東南アジア地区ともに好調に推移し、売上高は、前年同期と比べて 10.2％増加の29億９百万円、営業

利益は、前年同期と比べて25.1％増加の３億37百万円となりました。 

  

（訂正後）  

当第１四半期連結会計期間における国内経済は、原油・原材料価格の上昇が進み、景気の不透明感がが強まりつ

つあります。海外におきましては、米国経済はサブプライムローン問題に端を発した景気の減速が続き、欧州経済

は景気回復が緩やかになっています。一方、アジア経済は、中国を中心に拡大基調で推移いたしました。  

 このような経済状況のもとで、当社グループは主力製品である自動車・輸送用機器用配管製品ならびに自動車用

樹脂製品の新規受注、受注拡大に取り組むとともに、国内外の子会社・関連会社との企業ネットワークを使った受

注活動を展開いたしました。 

 その結果、当第１四半期の売上高は、前年同期と比べて1.9％減少し226億37百万円にとどまりました。利益面に

つきましても、原材料価格の上昇等によるコスト増加の影響等により、経常利益は前年同期と比べて26.1％減少の

８億51百万円、四半期純利益は、前年同期と比べて45.1％減少の３億６百万円となりました。  

  

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 

 売上高は、前年同期と比べて0.4％増加し128億93百万円となりました。営業利益につきましては、原材料価格

の上昇等により、前年同期と比べて44.0％減少の３億43百万円となりました。 

②北米・中南米 

 アメリカ国内における自動車生産の減少に伴い、売上高は、前年同期と比べて12.7％減少し53億99百万円とな

りました。営業利益につきましては、前年同期と比べて370.4％増加の90百万円となりました。 

【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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③その他 

 （欧州） 

  昨年８月からサンオー マジャール kft.の新工場での生産が開始したことにより、売上高は、前年同期と比

べて1.4％増加し、14億36百万円となりましたが、営業利益につきましては、前年同期と比べて50.3％減少の64

百万円にとどまりました。 

（中国・アジア） 

 中国、東南アジア地区ともに好調に推移し、売上高は、前年同期と比べて 10.2％増加の29億９百万円、営業

利益は、前年同期と比べて25.1％増加の３億37百万円となりました。 

  

（訂正前）  

 当第1四半期連結会計期間末の総資産は702億53百万円となり、前連結会計年度末に比べて11億64百万円減少しま

した。 

 主な要因は現金及び預金の減少６億23百万円、売上債権の減少４億48百万円、たな卸資産の減少４億76百万円等

であります。 

 負債合計は359億89百万円となり、前連結会計年度末に比べて７億46百万円減少しました。主な要因は仕入債務 

の減少１億17百万円、借入金の減少７億22百万円等であります。 

 純資産は342億64百万円となり、前連結会計年度末に比べて４億19百万円減少しました。主な要因は、その他 

有価証券評価差額金が４億46百万円増加しましたが、為替換算調整勘定が７億38百万円減少したこと等によるもの

です。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 営業活動により得られたキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が８億60百万円、減価償却費が

10億83百万円、売上債権・たな卸資産の増加による資金減が１億97百万円、仕入債務の増加による資金増が 

１億37百万円、法人税等の支払が７億62百万円などにより、17億84百万円となりました。 

 投資活動に使用された資金は、有形固定資産の取得による支出17億76百万円等により、18億51百万円となり

ました。 

 財務活動に使用された資金は、配当金の支払２億84百万円等により、3億57百万円となりました。 

  

 これらの結果、現金及び現金同等物の当第１四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末残高と比較して 

６億23百万円減少し、46億31百万円となりました。 

  

（訂正後）  

 当第1四半期連結会計期間末の総資産は706億91百万円となり、前連結会計年度末に比べて11億48百万円減少しま

した。 

 主な要因は現金及び預金の減少６億23百万円、売上債権の減少４億48百万円、たな卸資産の減少４億76百万円等

であります。 

 負債合計は370億73百万円となり、前連結会計年度末に比べて７億６百万円減少しました。主な要因は仕入債務 

の減少１億17百万円、借入金の減少７億22百万円等であります。 

 純資産は336億18百万円となり、前連結会計年度末に比べて４億43百万円減少しました。主な要因は、その他 

有価証券評価差額金が４億46百万円増加しましたが、為替換算調整勘定が７億38百万円減少したこと等によるもの

です。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 営業活動により得られたキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が８億20百万円、減価償却費が

10億83百万円、売上債権・たな卸資産の増加による資金減が１億97百万円、仕入債務の増加による資金増が 

１億37百万円、法人税等の支払が７億62百万円などにより、17億84百万円となりました。 

 投資活動に使用された資金は、有形固定資産の取得による支出17億76百万円等により、18億51百万円となり

ました。 

 財務活動に使用された資金は、配当金の支払２億84百万円等により、3億57百万円となりました。 

  

 これらの結果、現金及び現金同等物の当第１四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末残高と比較して 

６億23百万円減少し、46億31百万円となりました。  

  

２．連結財政状態に関する定性的情報
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（訂正前）  

  

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20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20年３月31日） 

資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 4,762 5,385

  受取手形及び売掛金 16,955 17,402

  製品 2,397 2,266

  原材料 3,654 3,833

  仕掛品 2,035 2,391

  貯蔵品 570 643

  繰延税金資産 583 370

  その他 2,143 2,037

  流動資産合計 33,099 34,326

 固定資産 

  有形固定資産 

   建物及び構築物 12,980 13,302

   機械装置及び運搬具 43,998 44,722

   工具、器具及び備品 6,288 6,161

   土地 3,436 3,504

   リース資産 31 －

   建設仮勘定 2,231 1,648

   減価償却累計額 △40,206 △40,172

   有形固定資産合計 28,758 29,164

  無形固定資産 

   のれん 365 411

   その他 433 367

   無形固定資産合計 798 778

  投資その他の資産 

   投資有価証券 5,305 4,554

   繰延税金資産 1,831 2,121

   その他 461 473

   投資その他の資産合計 7,597 7,148

  固定資産合計 37,153 37,090

 繰延資産 1 1

 資産合計 70,253 71,417
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（単位：百万円）

      
当第１四半期連結会計期間末

（平成20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20年３月31日）  

負債の部 

 流動負債 

  支払手形及び買掛金 15,280 15,397

  短期借入金 4,384 5,890

  未払金 2,998 2,691

  未払法人税等 683 787

  賞与引当金 1,119 641

  その他 848 1,478

  流動負債合計 25,310 26,884

 固定負債 

  長期借入金 3,786 3,002

  退職給付引当金 6,631 6,602

  役員退職慰労引当金 239 247

  その他  23 －

  固定負債合計 10,679 9,851

 負債合計 35,989 36,735

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 3,481 3,481

  資本剰余金 3,031 3,031

  利益剰余金 26,299 26,252

  自己株式 △1,093 △1,093

  株主資本合計 31,719 31,672

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 1,999 1,554

  繰延ヘッジ損益 △1 55

  為替換算調整勘定 △1,286 △548

  評価・換算差額等合計 713 1,061

 少数株主持分 1,832 1,949

 純資産合計 34,264 34,682

負債純資産合計 70,253 71,417
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（訂正後）  

  

（単位：百万円）

    
当第１四半期連結会計期間末

（平成20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20年３月31日） 

資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 4,762 5,385

  受取手形及び売掛金 16,955 17,402

  製品 2,397 2,266

  原材料 3,654 3,833

  仕掛品 2,035 2,391

  貯蔵品 570 643

  繰延税金資産 583 370

  その他 2,143 2,037

  流動資産合計 33,099 34,326

 固定資産 

  有形固定資産 

   建物及び構築物 12,980 13,302

   機械装置及び運搬具 43,998 44,722

   工具、器具及び備品 6,288 6,161

   土地 3,436 3,504

   リース資産 31 －

   建設仮勘定 2,231 1,648

   減価償却累計額 △40,206 △40,172

   有形固定資産合計 28,758 29,164

  無形固定資産 

   のれん 365 411

   その他 433 367

   無形固定資産合計 798 778

  投資その他の資産 

   投資有価証券 5,305 4,554

   繰延税金資産 2,269 2,543

   その他 461 473

   投資その他の資産合計 8,035 7,570

  固定資産合計 37,591 37,512

 繰延資産 1 1

 資産合計 70,691 71,839
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（単位：百万円）

      
当第１四半期連結会計期間末

（平成20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20年３月31日）  

負債の部 

 流動負債 

  支払手形及び買掛金 15,280 15,397

  短期借入金 4,384 5,890

  未払金 2,998 2,691

  未払法人税等 683 787

  賞与引当金 1,119 641

  その他 848 1,478

  流動負債合計 25,310 26,884

 固定負債 

  長期借入金 3,786 3,002

  退職給付引当金 7,715 7,645

  役員退職慰労引当金 239 247

  その他  23 －

  固定負債合計 11,763 10,894

 負債合計 37,073 37,779

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 3,481 3,481

  資本剰余金 3,031 3,031

  利益剰余金 25,654 25,631

  自己株式 △1,093 △1,093

  株主資本合計 31,073 31,051

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 1,999 1,554

  繰延ヘッジ損益 △1 55

  為替換算調整勘定 △1,286 △548

  評価・換算差額等合計 713 1,061

 少数株主持分 1,832 1,949

 純資産合計 33,618 34,061

負債純資産合計 70,691 71,839
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（訂正前）  

  

（２）四半期連結損益計算書

四半期連結損益計算書（累計期間）

（単位：百万円）

   
当第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） 

売上高 22,637

売上原価 19,829

売上総利益 2,808

販売費及び一般管理費 1,934

営業利益 873

営業外収益 

 受取利息 8

 受取配当金 33

 為替差益 56

 その他 45

 営業外収益合計 143

営業外費用 

 支払利息 110

 その他 15

 営業外費用合計 125

経常利益 891

特別損失 

 前期損益修正損 31

 特別損失合計 31

税金等調整前四半期純利益 860

法人税、住民税及び事業税 625

法人税等調整額 △190

法人税等合計 435

少数株主利益 94

四半期純利益 331

9



（訂正後）  

  

（単位：百万円）

   
当第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） 

売上高 22,637

売上原価 19,864

売上総利益 2,773

販売費及び一般管理費 1,940

営業利益 833

営業外収益 

 受取利息 8

 受取配当金 33

 為替差益 56

 その他 45

 営業外収益合計 143

営業外費用 

 支払利息 110

 その他 15

 営業外費用合計 125

経常利益 851

特別損失 

 前期損益修正損 31

 特別損失合計 31

税金等調整前四半期純利益 820

法人税、住民税及び事業税 625

法人税等調整額 △206

法人税等合計 419

少数株主利益 94

四半期純利益 306
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（訂正前）  

  

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

   
当第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） 

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 860

 減価償却費 1,083

 のれん償却額 46

 受取利息及び受取配当金 △41

 支払利息 110

 売上債権の増減額（△は増加） △64

 たな卸資産の増減額（△は増加） △133

 仕入債務の増減額（△は減少） 137

 その他 620

 小計 2,618

 利息及び配当金の受取額 42

 利息の支払額 △113

 法人税等の支払額 △762

 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,784

投資活動によるキャッシュ・フロー 

 有形固定資産の取得による支出 △1,776

 投資有価証券の取得による支出 △3

 その他 △72

 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,851

財務活動によるキャッシュ・フロー 

 短期借入れによる収入 27

 短期借入金の返済による支出 △1,123

 長期借入れによる収入 1,184

 長期借入金の返済による支出 △158

 自己株式の取得による支出 △0

 配当金の支払額 △284

 少数株主への配当金の支払額 △4

 財務活動によるキャッシュ・フロー △357

現金及び現金同等物に係る換算差額 △199

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △623

現金及び現金同等物の期首残高 5,254

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,631
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（訂正後）  

  

（単位：百万円）

   
当第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） 

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 820

 減価償却費 1,083

 のれん償却額 46

 受取利息及び受取配当金 △41

 支払利息 110

 売上債権の増減額（△は増加） △64

 たな卸資産の増減額（△は増加） △133

 仕入債務の増減額（△は減少） 137

 その他 660

 小計 2,618

 利息及び配当金の受取額 42

 利息の支払額 △113

 法人税等の支払額 △762

 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,784

投資活動によるキャッシュ・フロー 

 有形固定資産の取得による支出 △1,776

 投資有価証券の取得による支出 △3

 その他 △72

 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,851

財務活動によるキャッシュ・フロー 

 短期借入れによる収入 27

 短期借入金の返済による支出 △1,123

 長期借入れによる収入 1,184

 長期借入金の返済による支出 △158

 自己株式の取得による支出 △0

 配当金の支払額 △284

 少数株主への配当金の支払額 △4

 財務活動によるキャッシュ・フロー △357

現金及び現金同等物に係る換算差額 △199

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △623

現金及び現金同等物の期首残高 5,254

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,631
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（訂正前）  

 当第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国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1)北米・中南米…アメリカ・カナダ・メキシコ・ブラジル 

(2)その他…アジア・ヨーロッパ地域 

  

（訂正後）  

 当第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国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1)北米・中南米…アメリカ・カナダ・メキシコ・ブラジル 

(2)その他…アジア・ヨーロッパ地域 

  

（５）セグメント情報

【所在地別セグメント情報】

  
日本 

(百万円) 
北米・中南米

(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  12,893  5,399  4,345  22,637  ―  22,637

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 7,294  1,329  739  9,363  △9,363  ―

計  20,187  6,728  5,084  32,000  △9,363  22,637

営業利益 383  90  401 873  ― 873 

  
日本 

(百万円) 
北米・中南米
(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  12,893  5,399  4,345  22,637  ―  22,637

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 7,294  1,329  739  9,363  △9,363  ―

計  20,187  6,728  5,084  32,000  △9,363  22,637

営業利益 343  90  401 833  ― 833 
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（訂正前）  

  

（訂正後）  

「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目 

前年同四半期
（平成20年３月期 
第１四半期） 

金額（百万円）

Ⅰ 売上高  23,082

Ⅱ 売上原価 20,181 

売上総利益 2,901 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,858 

営業利益 1,044 

Ⅳ 営業外収益  260

Ⅴ 営業外費用  138

経常利益 1,166 

Ⅵ 特別利益 －

Ⅶ 特別損失  40

税金等調整前四半期純利益 1,127 

法人税、住民税及び事業税  629

法人税等調整額  △160

少数株主利益   93

四半期純利益 565 

科目 

前年同四半期
（平成20年３月期 
第１四半期） 

金額（百万円）

Ⅰ 売上高  23,082

Ⅱ 売上原価 20,194 

売上総利益 2,888 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,860 

営業利益 1,029 

Ⅳ 営業外収益  260

Ⅴ 営業外費用  138

経常利益 1,151 

Ⅵ 特別利益 －

Ⅶ 特別損失  40

税金等調整前四半期純利益 1,112 

法人税、住民税及び事業税  629

法人税等調整額  △166

少数株主利益   93

四半期純利益 557 
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（訂正前）  

  

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期

（平成20年３月期 
第１四半期） 

区分 金額（百万円）

Ⅰ 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 1,127 

 減価償却費  839

 売上債権の増減額 △379

 たな卸資産の増減額  532

 仕入債務の増減額  52

 その他 1,409 

小計  3,580

 法人税等の支払額 △1,062

 その他 △81

営業活動によるキャッシュ・フロー  2,437

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 

 有形固定資産の取得による支出 △1,832

 投資有価証券の取得による支出 △1

 投資有価証券の売却等による収入  3

 その他 △83

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,913

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

 短期借入の純増減額  1,367

 長期借入による収入  139

 長期借入金の返済による支出 △165

 親会社による配当金の支払額 △292

 自己株式の取得及び売却 △946

 その他 －

財務活動によるキャッシュ・フロー  103

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  14

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 
  （又は減少額）  641

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  4,087

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  4,728
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（訂正後）  

  

  
前年同四半期

（平成20年３月期 
第１四半期） 

区分 金額（百万円）

Ⅰ 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 1,112 

 減価償却費  839

 売上債権の増減額 △379

 たな卸資産の増減額  532

 仕入債務の増減額  52

 その他 1,424 

小計  3,580

 法人税等の支払額 △1,062

 その他 △81

営業活動によるキャッシュ・フロー  2,437

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 

 有形固定資産の取得による支出 △1,832

 投資有価証券の取得による支出 △1

 投資有価証券の売却等による収入  3

 その他 △83

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,913

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

 短期借入の純増減額  1,367

 長期借入による収入  139

 長期借入金の返済による支出 △165

 親会社による配当金の支払額 △292

 自己株式の取得及び売却 △946

 その他 －

財務活動によるキャッシュ・フロー  103

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  14

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 
  （又は減少額）  641

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  4,087

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  4,728
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（訂正前）  

前第１四半期（自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日） 

(注) １．国又は地域は地理的近接度により区分しています。 

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次の通りです。 

(１)北米・中南米…アメリカ・カナダ・メキシコ・ブラジル 

(２)その他…………アジア・ヨーロッパ地域 

  

（訂正後）  

前第１四半期（自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日） 

(注) １．国又は地域は地理的近接度により区分しています。 

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次の通りです。 

(１)北米・中南米…アメリカ・カナダ・メキシコ・ブラジル 

(２)その他…………アジア・ヨーロッパ地域 

  

（３）セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

  
日本 

（百万円） 
北米・中南米
（百万円） 

その他
（百万円） 

計（百万円）
消去又は全社 
（百万円） 

計
（百万円） 

売上高   

(１)外部顧客に対する売上高  12,839  6,188  4,056  23,082  －  23,082

(２)セグメント間の 

内部売上高又は振替高  
 4,838  1,161  639  6,639  △6,639  －

計  17,677  7,349  4,695  29,721  △6,639  23,082

営業費用  17,051  7,330  4,298  28,679  △6,639  22,040

営業利益 628  19  397 1,044  － 1,044 

  
日本 

（百万円） 
北米・中南米
（百万円） 

その他
（百万円） 

計（百万円）
消去又は全社 
（百万円） 

計
（百万円） 

売上高   

(１)外部顧客に対する売上高  12,839  6,188  4,056  23,082  －  23,082

(２)セグメント間の 

内部売上高又は振替高  
 4,838  1,161  639  6,639  △6,639  －

計  17,677  7,349  4,695  29,721  △6,639  23,082

営業費用  17,051  7,330  4,298  28,679  △6,639  22,040

営業利益 613  19  397 1,029  － 1,029 
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