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平成 20 年３月期  第１四半期財務・業績の概況（非連結） 

平成 19 年８月３日    
 

上場会社名 ツインバード工業㈱ 上場取引所 東証二部 

コ ー ド 番 号 6897 （ＵＲＬ http://www.twinbird.jp）

代 表 者 （役職名）代表取締役社長 （氏名）野水 重勝  

問合せ先責任者 （役職名）取締役経理部長 （氏名）太中 秀夫 TEL (0256) 92 - 6111 
 

 

（百万円未満切捨） 

１．平成 20 年３月期第１四半期の業績（平成 19 年３月 26 日 ～ 平成 19 年６月 25 日） 

（１）経営成績                           （％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（当期）純利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20 年３月期第１四半期 2,795 2.9 △8 － 165 － 721 －

19 年３月期第１四半期 2,716 △9.3 △9 － △45 － △48 －

19 年３月期 11,362 － △306 － △677 － △1,243 －

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり四半期 

（当期）純利益 

  

 円  銭 円  銭  

20 年３月期第１四半期 79 87 －  

19 年３月期第１四半期 △5 41 －  

19 年３月期 △137 68 －  

（注）当社は当第１四半期より連結子会社が存在しなくなったため、個別のみ記載しております。 

 

（２）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 

20 年３月期第１四半期 9,185 3,463 37.7 383 67 

19 年３月期第１四半期 11,198 4,098 36.6 453 91 

19 年３月期 9,181 2,763 30.1 306 11 

 

（３）キャッシュ・フローの状況  

 
営業活動による 

キャッシュ・フロー

投資活動による 

キャッシュ・フロー

財務活動による 

キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物

期末残高 

 百万円 百万円 百万円  百万円 

20 年３月期第１四半期 315 796 △522  883

※平成 19 年３月期におきましては、個別のキャッシュ・フロー計算書を作成しておりませんので、記載を省略してお

ります。 

 



ツインバード工業㈱（6897）平成 20 年３月期 第１四半期財務・業績の概況 

2 

２．配当の状況 

 １株当たり配当金   

（基準日） 第１四半期末   

 円 銭  

19 年３月期第１四半期 －  

20 年３月期第１四半期 －  

 

３．平成 20 年３月期の業績予想（平成 19 年３月 26 日 ～ 平成 20 年３月 25 日） 【参考】 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 

 
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 

中 間 期 5,700 7.6 34 － 2 － 624 －    69 11 

通 期 12,000 5.6 234 － 34 － 641 －    71 00 

 

４．その他 

（１） 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ： 有 

（２） 近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 

 

（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。 

 

※ 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。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

１． 経営成績に関する定性的情報 

当社の当第１四半期の売上高は 2,795 百万円となり、前年同期比 78 百万円（2.9％）の増収となりま

した。 

収益面では、営業損失８百万円（前年同期は営業損失９百万円）、経常利益 165 百万円（前年同期は経常

損失 45 百万円）及び四半期純利益 721 百万円（前年同期は四半期純損失 48 百万円）を計上いたしまし

た。 

  為替相場の対ＵＳドル円安によるコスト増加を固定費の削減により吸収すべく努力いたしましたが、

営業損失の計上となりました。しかし、為替予約評価差益等による為替差益 200 百万円（前年同期は８

百万円の為替差損）計上の結果、営業外収支が対前年同期に対し大幅に改善し、165 百万円の経常利益

となりました。 

  当社は、収益改善活動の一環として財務内容の改善、有利子負債の削減を前期より進めております。

当期も子会社株式の売却、投資有価証券の売却を実施し、それぞれ 497 百万円、66 百万円の売却益を特

別利益として計上いたしました。また、希望退職募集による特別退職金 34 百万円を特別損失に計上いた

しました。この結果、四半期純利益は 721 百万円となりました。 

  当社は収益構造の改革のため中期事業計画を策定し、事業再構築活動を推進しております。既に前期

に長期不回転・過剰在庫の棚卸資産や使用見込みのない金型の処分、有利子負債の圧縮のための土地や

投資有価証券の売却を実施、当期も子会社株式や投資有価証券の売却、希望退職募集による人件費の圧

縮を含めた固定費の削減を実施しております。今後も引き続き事業再構築活動を推進し、営業利益、経

常利益及び当期純利益の黒字化のため努力いたします。 

 

２． 財政状態に関する定性的情報 

（１）資産、負債及び純資産の状況 

 当社の当第１四半期の総資産は 9,185 百万円となり、前期末の 9,181 百万円に対し３百万円の微増と

なりました。 

 流動資産は 5,850 百万円となり、前期末の 5,517 百万円に対し 332 百万円増加しました。内訳は現金

及び預金の増加 490 百万円、売上債権の減少 449 百万円、その他流動資産の増加 252 百万円他です。 

 固定資産は 3,334 百万円で、前期末の 3,663 百万円に対し 329 百万円減少しました。減少の主要因は

売却による投資有価証券の減少 239 百万円です。 

 負債は社債を含む有利子負債の減少 522 百万円、投資有価証券の売却及び固定資産圧縮積立金の取崩

に伴う長期繰延税金負債の減少33百万円、支払手形の減少57百万円他により696百万円減少しました。 

 純資産は 3,463 百万円で、前期末の 2,763 百万円に対し 700 百万円の増加となりました。 

欠損補填のための資本準備金の取崩により資本剰余金は 795 百万円減少しました。一方、利益剰余金は

当第１四半期の四半期純利益 721 百万円の結果、1,516 百万円増加しました。 

 

（２）キャッシュフローの状況 

 営業活動によるキャッシュフローは、当第１四半期の税引前四半期純利益の計上及び売上債権の減少

他により 315 百万円の収入超過となりました。投資活動によるキャッシュフローは、投資有価証券の売

却による収入 176 百万円及び子会社株式の売却による収入 568 百万円他により 796 百万円の収入超過と

なりました。財務活動によるキャッシュフローは短期・長期借入金の減少他により 522 百万円の支出超

過となりました。 

現金及び現金同等物の当第１四半期末残高は 883 百万円となっています。 
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３． 業績予想に関する定性的情報 

 投資有価証券売却益 108 百万円、子会社株式売却益の対計画比増加 68 百万円、役員退職慰労金規定改

定による取崩益 94 百万円等により、約 260 百万円の特別利益の増加が見込まれます。 

売上高の見通しはほぼ計画通りであり、また、為替相場は計画レート 118 円/ＵＳドルに対し円安傾向

にあるものの先行き不透明であり、また固定費削減も計画を上回っておりますので、業績予想について

は売上高、営業利益、経常利益は当初公表と変わらず、特別利益の増加分を考慮し、中間業績予想の中

間純利益及び通期業績予想の当期純利益を変更いたします。 

 

４． その他 

（１）会計処理の方法における簡便な方法の採用 

・引当金の計上基準等については、一部簡便的な方法を採用しております。 

・法人税等の算出方法については、法定実効税率をベースとした年間予測税率により計算しております。 

・棚卸資産の評価方法については、実地棚卸は実施せず帳簿棚卸を採用しております。 

 

（２） 近事業年度からの会計処理の方法の変更 

該当事項はありません。 
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５．（要約）四半期財務諸表 

（１）（要約）四半期貸借対照表                                                    （単位：千円） 

前年同四半期末 

（平成 19 年３月期

第１四半期末） 

当四半期末 

（平成 20 年３月期

第１四半期末） 

増  減 

（参考）前期末 

（平成 19 年３月期

末） 
区    分 

金  額 金  額 金 額 増減率 金  額 

（資産の部）    ％  

Ⅰ 流動資産      

現金預金 1,053,145 1,148,227   657,659 

受取手形 644,618 376,471   441,216 

売掛金 1,546,482 1,475,600   1,859,876 

棚卸資産 3,033,373 2,343,727   2,304,948 

その他 367,105 518,374   266,112 

貸倒引当金 △24,440 △11,910   △11,910 

流動資産合計 6,620,285 5,850,489 △769,796 △11.6 5,517,903 

Ⅱ 固定資産      

有形固定資産      

建物 897,076 806,687   823,470 

金型 526,716 278,522   298,704 

土地 1,691,219 1,586,626   1,586,626 

その他 310,608 219,509   197,322 

有形固定資産合計 3,425,620 2,891,346 △534,274 △15.6 2,906,124 

無形固定資産 36,951 25,347 △11,604 △31.4 26,534 

投資その他の資産      

投資有価証券 894,062 326,939   566,065 

その他 280,613 156,735   230,647 

貸倒引当金 △59,147 △65,635   △65,635 

投資その他の資産合計 1,115,528 418,038 △697,489 △62.5 731,076 

固定資産合計 4,578,100 3,334,732 △1,243,368 △27.2 3,663,735 

資産合計 11,198,386 9,185,221 △2,013,164 △18.0 9,181,638 
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 （単位：千円） 

前年同四半期末 

（平成 19 年３月期

第１四半期末） 

当四半期末 

（平成 20 年３月期

第１四半期末） 

増  減 

（参考）前期末 

（平成 19 年３月期

末） 
区    分 

金  額 金  額 金 額 増減率 金  額 

（負債の部）    ％  

Ⅰ 流動負債      

支払手形 683,234 555,039   612,563 

買掛金 251,751 322,783   295,089 

短期借入金 1,553,000 1,665,000   1,911,000 

１年以内返済予定 

長期借入金 
1,167,865 795,301   858,612 

１年以内償還予定社債 80,000 120,000   140,000 

未払法人税等 5,485 7,255   14,210 

未払消費税等 － 14,342   20,638 

賞与引当金 140,146 104,637   91,582 

リコール損失引当金 7,377 10,906   12,110 

その他 347,768 428,644   491,027 

流動負債合計 4,236,629 4,023,910 △212,718 △5.0 4,446,833 

Ⅱ 固定負債      

社債 200,000 80,000   100,000 

長期借入金 1,995,911 1,034,831   1,208,373 

繰延税金負債 161,677 32,514   66,491 

退職給付引当金 239,189 257,346   254,402 

役員退職慰労引当金 261,486 242,742   242,742 

その他 5,338 49,899   99,106 

固定負債合計 2,863,601 1,697,333 △1,166,268 △40.7 1,971,115 

負債合計 7,100,230 5,721,243 △1,378,987 △19.4 6,417,949 

      

（純資産の部）      

Ⅰ 株主資本      

資本金 1,742,400 1,742,400 － － 1,742,400 

資本剰余金      

 資本準備金 1,748,600 953,042 △795,557 △45.5 1,748,600 

資本剰余金合計 1,748,600 953,042 △795,557 △45.5 1,748,600 

利益剰余金      

 利益準備金 137,350 － △137,350 － 137,350 

 その他利益剰余金      

  固定資産圧縮積立金 29,184 － △29,184 － 29,184 

  別途積立金 279,000 － △279,000 － 279,000 

  繰越利益剰余金 △46,814 721,146 767,961 － △1,241,092 

その他利益剰余金合計 261,369 721,146 459,776 175.9 △932,907 

利益剰余金合計 398,719 721,146 322,426 80.9 △795,557 

自己株式 △497 △497 － － △497 

株主資本合計 3,889,222 3,416,091 △473,131 △12.2 2,694,944 

Ⅱ 評価・換算差額等      

その他有価証券 

評価差額金 
208,933 47,887 △161,046 △77.1 68,744 

評価・換算差額等合計 208,933 47,887 △161,046 △77.1 68,744 

純資産合計 4,098,155 3,463,978 △634,177 △15.5 2,763,689 

負債及び純資産合計 11,198,386 9,185,221 △2,013,164 △18.0 9,181,638 
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（２）（要約）四半期損益計算書 （単位：千円） 

前年同四半期 

（平成 19 年３月期

第１四半期） 

当四半期 

（平成 20 年３月期

第１四半期） 

増  減 
（参考）前期 

（平成19年３月期）区    分 

金  額 金  額 金 額 増減率 金  額 

    ％  

Ⅰ 売上高 2,716,371 2,795,082 78,710 2.9 11,362,259 

Ⅱ 売上原価 2,109,196 2,223,457 114,260 5.4 9,129,359 

売上総利益 607,175 571,625 △35,549 △5.9 2,232,899 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 616,328 579,656 △36,672 △6.0 2,539,775 

営業損失 9,153 8,030 1,122 12.3 306,875 

Ⅳ 営業外収益 20,530 219,329 198,799 968.3 114,256 

Ⅴ 営業外費用 57,022 45,672 △11,349 △19.9 484,877 

経常利益又は経常損失（△） △45,645 165,626 211,271 － △677,496 

Ⅵ 特別利益 － 577,448 577,448 － 210,583 

Ⅶ 特別損失 2,432 40,325 37,893 － 767,942 

税引前四半期純利益又は税

引前四半期（当期）純損失

（△） 

△48,078 702,748 750,827 － △1,234,855 

税金費用 723 △18,397 △19,121 － 8,223 

四半期純利益又は四半期 

（当期）純損失（△） 
△48,801 721,146 769,947 － △1,243,079 
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（３）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書  （単位：千円） 

当四半期 

（平成 20 年３月期

第１四半期） 
区    分 

金  額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 702,748 

  減価償却費 64,702 

  減損損失 5,013 

  賞与引当金の増加額 13,055 

  退職給付引当金の増加額 2,944 

リコール損失引当金の減少額 △1,203 

  受取利息及び受取配当金 △14,789 

  支払利息 20,759 

  為替差益 △1,154 

  投資有価証券売却益 △66,768 

  投資有価証券評価損 645 

子会社株式売却益 △497,080 

固定資産売却益 △13,599 

  売上債権の減少額 449,021 

  棚卸資産の増加額 △38,778 

  その他資産の増加額 △154,929 

  仕入債務の減少額 △29,828 

  その他負債の減少額 △109,441 

小  計 331,315 

  利息及び配当金の受取額 14,789 

  利息の支払額 △20,759 

  法人税等の支払額 △9,482 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 315,862 
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（単位：千円） 

当四半期 

（平成 20 年３月期

第１四半期） 
区    分 

金  額 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

  定期預金の払戻による収入 100,000 

  有形固定資産の取得による支出 △58,819 

  有形固定資産の売却による収入 10,450 

  無形固定資産の取得による支出 △425 

  投資有価証券の取得による支出 △153 

  投資有価証券の売却による収入 176,359 

子会社株式の売却による収入 568,320 

  その他の投資活動による支出 △397 

  その他の投資活動による収入 1,067 

 投資活動によるキャッシュ・フロー 796,403 

  

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

  短期借入金の純減少額 △246,000 

  長期借入金の返済による支出 △236,853 

社債の償還による支出 △40,000 

財務活動によるキャッシュ・フロー △522,853 

  

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 1,154 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 590,567 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 293,359 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 883,927 

 

 


