
１．平成20年３月期第１四半期の連結業績（平成19年4月1日～平成19年6月30日）

(1) 連結経営成績

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

円　　銭 円　　銭

(2) 連結財政状態

　百万円 　百万円 ％ 円　　銭

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

　百万円 　百万円 　百万円 　百万円

11,340

8,953

△608 △1,875

19年3月期第1四半期

19年 3月期

△3153,505

△4,160

20年3月期第1四半期

19年 3月期

19年3月期第1四半期

20年3月期第1四半期

20年3月期第1四半期

19年3月期第1四半期

19年 3月期 31,110

営 業 活 動 に よ る 投 資 活 動 に よ る

自己資本比率

19年3月期第1四半期 -  

120,524

766

3,277

28,413

-  

-  

純　資　産 １株当たり純資産

301.45

344.26

301.70

31,224

33,035

27.7

32.8

26.8

20年3月期第1四半期

13,790

財 務 活 動 に よ る

（当期）純利益

キャッシュ･フロー キャッシュ･フロー
現金及び現金同等物

－　

－　

-  

－　

潜 在 株 式 調 整 後
１株当たり四半期
（ 当 期 ） 純 利 益

(役職名) 代表取締役社長

(役職名)

(財)財務会計基準機構会員

平成20年３月期　第１四半期財務・業績の概況

市光工業株式会社

７２４４

上場取引所　東証一部

ＵＲＬ　http://www.ichikoh.com/

平成19年8月21日

上 場 会 社 名

コ ー ド 番 号

-  -  

935

市川　侑男

大坪　千二

(氏名)

(氏名)常務取締役

2.1 

19年 3月期

売　　上　　高 営 業 利 益

期 末 残 高キャッシュ･フロー

2,441

△979

28,237 △36 123

（％表示は対前年同四半期増減率）

経 常 利 益

△86.8 △0.6 

ＴＥＬ (03)3443-7281

△80

489

△900

5.0 

4,162

（百万円未満切捨て）

-  

四半期（当期）純利益

-  

△31

8,717

5.10

△9.39

108,004

96,115

代 表 者

問合せ先責任者

104,268

総　資　産

１株当たり四半期

△0.84
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市光工業㈱（7244）平成20年3月期　第1四半期財務・業績の概況

２．配当の状況

円   銭

３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年4月1日～平成20年3月31日）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％  円   銭

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) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無

(3) 近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無

　(注) 詳細は３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

△79.8 

2,100

350中　間　期

通　　　期

△2.0 

△0.4 

57,000

120,000

（基準日）

19年3月期第1四半期

20年3月期第1四半期

１株あたり配当金

第１四半期末

-  

△80.8 

2,600 △37.5 

400

－　

－　

△36.6 

　現時点におきまして、平成19年5月18日に公表しました業績予想の見直しは行っておりません。

当 期 純 利 益売　　上　　高 営 業 利 益

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

10.42 

-  

1,000

経 常 利 益

2.08 200

1 株 当 た り
当 期 純 利 益

：　無

：　有

：　無

　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、現時点で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き当社が判断したものであり、実際の業績等は今後様々な要因により異なる可能
性があります。
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市光工業㈱（7244）平成20年3月期　第1四半期財務・業績の概況

【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

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) 会計処理の方法における簡便な方法の採用

・

・

(3) 近連結会計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。

棚卸資産につきましては、実地棚卸を省略し継続記録法によっております。

税金費用につきましては、法定実効税率を基にした年間予測税率等によって算出しております。

　業績予想につきましては、現時点においては平成19年5月18日発表における業績予想値からの変更はありま
せん。

　財務諸表等の作成に際しては、中間連結財務諸表規則に準拠しておりますが、以下の事項については簡便
的な方法を採用しております。

　該当事項はありません。

　　　持分法　新規　１社 （社名　市光法雷奥(佛山)汽車照明系統有限公司）　除外　－社

　当第１四半期末の総資産は104,268百万円となり、前連結会計年度末比3,735百万円の減少となりました。そ
の主な要因は、流動資産の減少3,364百万円、流動負債の減少1,401百万円、固定負債の減少2,447百万円であ
ります。又、純資産は31,224百万円となり、自己資本比率は27.7％となりました。
（キャッシュ・フローの状況）
　現金及び現金同等物の当第１四半期期末残高は11,340百万円となり、前連結会計年度末比2,449百万円の減
少となりました。
　営業活動により使用した資金は長期預り金の減少等により31百万円、投資活動により使用した資金は有形固
定資産の取得等により608百万円、財務活動により使用した資金は長期借入金の返済等により1,875百万円とな
りました。

　当第１四半期における日本経済は、原油価格の上昇懸念等一部に不安材料を抱えながらも、企業収益改善を
背景に設備投資が増加し、個人消費も底堅く推移するなど緩やかな景気拡大が続きました。又、世界経済にお
きましては、米国における住宅市場の調整を主な背景とした景気の減速が見受けられたものの、アジア、欧州
では総じて堅調に推移しました。
　当社グループが属する自動車業界におきましては、海外での日本車人気や円安を背景とした輸出が好調な反
面、国内新車販売が伸び悩み、国内自動車生産は前年同期比微減となりました。
　このような環境の中、当社グループの第１四半期連結売上高は、28,237百万円（前年同期比0.6％減）とな
り、収益面では、営業損失は36百万円、経常利益は123百万円（前年同期比86.8％減）、四半期純損失は80百
万円となりました。

　尚、特定子会社以外の連結範囲及び持分法の適用の異動状況は、以下の通りであります。

　　　連結　　新規　－社　　除外　－社
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市光工業㈱（7244）平成20年3月期　第１四半期財務・業績の概況

５．（要約）四半期連結財務諸表

（1）（要約）四半期連結貸借対照表

（単位：百万円、％）

前期末 当四半期末 (参考)前年同四半期末

(平成20年3月期 (平成19年3月期
第1四半期末) 第1四半期末)

金　額 金　額 金　額 増減率 金　額

14,536 12,163 △2,372 9,567 

23,272 21,724 △1,547 21,616 

93 93 0 92 

8,629 9,381 752 8,228 

4,848 4,854 5 1,505 

6,052 5,846 △205 3,581 

△43 △40 3 △98 

57,388 54,024 △3,364 △5.9 44,494 

31,746 31,153 △593 △1.9 28,893 

(1) 9,823 9,697 △126 8,325 

(2) 9,565 9,445 △120 9,261 

(3) 2,896 2,967 71 2,747 

(4) 6,089 6,100 10 5,838 

(5) 3,370 2,943 △426 2,720 

211 209 △1 △0.8 200 

18,657 18,881 223 1.2 22,526 

(1) 9,195 9,671 476 12,235 

(2) 381 381 △0 27 

(3) 5,326 5,172 △153 7,161 

(4) 3,793 3,695 △98 3,141 

△39 △39 △0 △39 

50,615 50,244 △371 △0.7 51,620 

108,004 104,268 △3,735 △3.5 96,115 資産合計

貸倒引当金

受取手形及び売掛金

機械装置及び運搬具

工具器具及び備品

繰延税金資産

投資その他の資産

その他

投資有価証券

2.

長期貸付金

有価証券

たな卸資産

繰延税金資産

その他

貸倒引当金

固定資産Ⅱ

2. 無形固定資産

固定資産合計

1. 有形固定資産

建物及び構築物

土地

建設仮勘定

3.

増　減
科　目

現金及び預金

(資産の部)

1.

流動資産合計

(平成19年3月期末)

Ⅰ 流動資産

3.

4.

5.

6.
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市光工業㈱（7244）平成20年3月期　第１四半期財務・業績の概況

（単位：百万円、％）

前期末 当四半期末 (参考)前年同四半期末

(平成20年3月期 (平成19年3月期
第1四半期末) 第1四半期末)

金　額 金　額 金　額 増減率 金　額

22,065 21,442 △622 20,735 

4,729 4,360 △369 4,967 

80 80 - 80 

4,942 4,866 △76 4,475 

2,458 1,155 △1,302 383 

220 85 △135 337 

3,452 4,620 1,167 4,172 

7,633 7,462 △170 473 

1,878 1,988 109 1,738 

47,461 46,060 △1,401 △3.0 37,362 

180 180 - 260 

14,670 13,608 △1,061 11,415 

12,459 12,492 33 11,935 

321 324 3 295 

1,800 378 △1,422 1,810 

29,431 26,984 △2,447 △8.3 25,717 

76,893 73,044 △3,848 △5.0 63,079 

8,929 8,929 - 8,929 

7,840 7,840 - 7,840 

13,688 13,284 △404 15,367 

△22 △23 △0 △18 

30,436 30,031 △404 △1.3 32,118 

△200 20 221 1,970 

△1,287 △1,129 158 △2,524 

△1,488 △1,108 379 25.5 △553 

2,162 2,300 138 6.4 1,470 

31,110 31,224 113 0.4 33,035 

108,004 104,268 △3,735 △3.5 96,115 

純資産合計

負債、純資産合計

2. 為替換算調整勘定

Ⅲ 少数株主持分

評価・換算差額等合計

2. 資本剰余金

1. その他有価証券評価差額金

4. 自己株式

Ⅱ 評価・換算差額等

3. 利益剰余金

(純資産の部)

負債合計

9. その他

5. その他

3. 退職給付引当金

固定負債合計

4. 役員退任慰労引当金

2. 長期借入金

1. 社債

流動負債合計

7.

4.

1年以内償還予定の

未払費用

5.

短期借入金

増　減

(負債の部)

科　目

1. 支払手形及び買掛金

(平成19年3月期末)

Ⅰ 株主資本

社債

Ⅰ 流動負債

Ⅱ 固定負債

長期借入金

1年以内返済予定の

2.

株主資本合計

1.

3.

資本金

8. 製品保証引当金

未払金

6. 未払法人税等
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市光工業㈱（7244）平成20年3月期　第１四半期財務・業績の概況

（2）（要約）四半期連結損益計算書

（単位：百万円、％）

前年同四半期 当四半期 (参考)前期

(平成19年3月期 (平成20年3月期
第1四半期) 第1四半期)

金　額 金　額 金　額 増減率 金　額

28,413 28,237 △175 △0.6 120,524 

24,075 24,642 566 2.4 102,333 

4,337 3,594 △742 △17.1 18,191 

3,571 3,631 59 1.7 14,913 

766 △36 △802 - 3,277 

325 380 54 16.7 1,730 

124 106 △17 327 

16 48 31 514 

184 225 40 887 

156 220 63 40.6 845 

89 99 10 362 

- - - 221 

67 120 53 261 

935 123 △811 △86.8 4,162 

5 3 △1 △28.2 4,673 

1 0 △1 45 

- - - 3,849 

3 3 0 778 

21 41 19 92.4 8,946 

17 40 22 354 

- - - 8,521 

3 0 △3 70 

919 86 △832 △90.6 △110 

372 74 △298 417 

56 91 35 372 

489 △80 △569 - △900 

3. その他の特別損失

(平成19年3月期)
増　減

1.

2.

1. 支払利息

製品保証引当金

1.

2.

3. その他の特別利益

Ⅶ 特別損失

固定資産処分損

税金費用

少数株主利益

四半期純利益又は
四半期(当期)純損失(△)

営業外収益

Ⅴ 営業外費用

ﾛｲﾔﾘﾃｨ及び技術支援料

3.

受取利息及び配当金

その他の営業外収益

特別利益

1. 固定資産処分益

2.

科　目

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

売上高

売上原価

販売費及び一般管理費

売上総利益

営業利益又は営業損失(△)

経常利益

税金等調整前四半期純利益又は
税金等調整前当期純損失(△)

為替差損

Ⅳ

2. 投資有価証券売却益

3. その他の営業外費用

Ⅵ
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市光工業㈱（7244）平成20年3月期　第１四半期財務・業績の概況

（3）（要約）四半期連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（平成18年4月1日～平成19年3月31日） （単位：百万円）

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

8,929 7,840 15,221 △18 31,973 193 1,512 33,679 

剰余金の配当（注） △287 △287 △287 

剰余金の配当 △287 △287 △287 

役員賞与（注） △55 △55 △55 

当期純損失 △900 △900 △900 

自己株式の取得 △4 △4 △4 

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額
（純額）

△1,682 650 △1,032 

△1,532 △4 △1,536 △1,682 650 △2,568 

8,929 7,840 13,688 △22 30,436 △1,488 2,162 31,110 

（注）平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。

当第１四半期連結会計期間（平成19年4月1日～平成19年6月30日） （単位：百万円）

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

8,929 7,840 13,688 △22 30,436 △1,488 2,162 31,110 

剰余金の配当 △287 △287 △287 

四半期純損失 △80 △80 △80 

自己株式の取得 △0 △0 △0 

持分法の適用範囲の変動 △36 △36 △36 

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額
（純額）

379 138 518 

△404 △0 △404 379 138 113 

8,929 7,840 13,284 △23 30,031 △1,108 2,300 31,224 

前第１四半期連結会計期間（平成18年4月1日～平成18年6月30日） （単位：百万円）

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

8,929 7,840 15,221 △18 31,973 193 1,512 33,679 

剰余金の配当（注） △287 △287 △287 

役員賞与（注） △55 △55 △55 

四半期純利益 489 489 489 

自己株式の取得 △0 △0 △0 

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額
（純額）

△747 △41 △789 

145 △0 145 △747 △41 △644 

8,929 7,840 15,367 △18 32,118 △553 1,470 33,035 

（注）平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。

平成19年 3月31日残高

株主資本

平成18年 3月31日残高

第１四半期中の変動額

純資産合計

平成18年 6月30日残高

株主資本 少数株主
持分

純資産合計

第１四半期中の変動額合計

少数株主
持分

純資産合計

平成18年 3月31日残高

連結会計年度中の変動額

連結会計年度中の変動額合計

株主資本 少数株主
持分

平成19年 3月31日残高

評価･換算
差額等

評価･換算
差額等

評価･換算
差額等

平成19年 6月30日残高

第１四半期中の変動額合計

第１四半期中の変動額
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市光工業㈱（7244）平成20年3月期　第１四半期財務・業績の概況

（4）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：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又は
税金等調整前当期純損失（△) △110 86 919

減価償却費 4,280 1,064 912

貸倒引当金の減少額 △56 △3 △1

製品保証引当金の増加額（△減少額） 7,160 △170 -

退職給付･役員退任慰労引当金の増加額 846 35 297

受取利息及び受取配当金 △327 △106 △124

支払利息 362 99 89

投資有価証券売却益 △3,849 - -

有形固定資産処分損益 308 40 15

売上債権の減少額 1,153 1,620 2,739

たな卸資産の増加額 △97 △719 △65

未収入金他の減少額（△増加額） △927 △258 36

仕入債務の増加額（△減少額） 1,292 △820 △163

未払費用他の増加額 1,224 647 622

長期預り金の減少額 - △1,422 -

その他 △592 78 △63

10,668 171 5,213

利息及び配当金の受取額 325 106 124

利息の支払額 △362 △99 △89

法人税等の支払額 △1,914 △209 △1,743

8,717 △31 3,505

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入れによる支出 △793 △127 △152

定期預金の払戻しによる収入 650 50 140

有形固定資産の取得による支出 △11,786 △2,621 △2,490

有形固定資産の売却による収入 5,761 2,165 2,300

投資有価証券の取得による支出 △7,938 △102 △0

投資有価証券の売却による収入 11,130 - -

関連会社への出資による支出 △1,003 - △55

その他 △180 27 △57

△4,160 △608 △315

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額 175 △369 412

長期借入れによる収入 7,070 240 100

長期借入金の返済による支出 △4,485 △1,454 △1,200

配当金の支払額 △575 △287 △287

その他 257 △3 △3

2,441 △1,875 △979

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 8 66 △40

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 7,007 △2,449 2,170

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 6,783 13,790 6,783

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 13,790 11,340 8,953

財務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

営業活動によるキャッシュ・フロー

小計

区分 金 額

当四半期末

(平成20年3月期
第1四半期末)

金 額

(参考)前年同四半期末

(平成19年3月期

金 額

(平成19年3月期末)

前期末

第1四半期末)
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（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〕

　前年同四半期（平成19年3月期第１四半期）

売上高

営業費用

営業利益又は営業損失(△)

　当四半期（平成20年3月期第１四半期）

売上高

営業費用

営業利益又は営業損失(△)

　（参考）前期（平成19年3月期）

売上高

営業費用

営業利益又は営業損失(△)

△379 28,273 

△121 △78 135 △64 28 △36 

26,036 1,317 1,298 28,652 

連 結

25,914 1,239 1,434 28,587 △350 28,237 

日 本 計

△15 129 

消 去 又
は 全 社

1,377 1,262 

1,393 1,132 

137 

564 87 

28,413 29,039 △626 26,399 

25,835 

（単位：百万円）

28,361 

△139 3,140 3,277 

678 

122,405 

119,265 

120,524 

117,246 

△1,881 

△2,018 

2,812 

（単位：百万円）

日 本 北 米 ア ジ ア 計
消 去 又
は 全 社

連 結

467 

5,442 

27,647 

766 

111,480 

108,668 4,974 

5,482 

5,622 

△714 

北 米 ア ジ ア

　当社グループは自動車用照明器具、部品の製造販売を主たる事業とした専門メーカーですが、一セグ
メントの売上高、営業利益及び資産の金額は全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメント
資産の金額の合計額に占める割合が、何れも90％超となっております。又、当該セグメント以外に開示
基準に該当するセグメントがないため、その記載を省略しております。

（単位：百万円）

消 去 又
は 全 社

連 結計ア ジ ア日 本 北 米
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