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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） 

 

(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 ％

21年3月期第1四半期 24,526 ― 755 ― 773 ― 502 ―

20年3月期第1四半期 24,154 ― 945 ― 894 ― 538 ―

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 29.18 ―

20年3月期第1四半期 31.26 ―

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

21年3月期第1四半期 58,390 22,656 37.7 1,279.45
20年3月期 62,027 23,490 36.8 1,327.07

（参考） 自己資本  21年3月期第1四半期  22,016百万円 20年3月期  22,836百万円

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

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 3.75 ― 5.75 9.50

21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 3.75 ― 3.75 7.50

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率） 

（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

第2四半期連結累計期間 51,200 3.5 1,350 △26.5 1,320 △27.4 800 △38.6 46.48
通期 107,000 1.2 2,700 △17.7 2,650 △9.5 1,750 △12.2 101.69

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、２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） 

[（注） 詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】  ４. その他をご覧ください。]  

(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    
１．本資料に記載されている業績予想につきましては、現時点において入手された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り上記の業
績予想値と異なる結果となる可能性があります。    
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期 19,410,000株 20年3月期 19,410,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期 2,202,267株 20年3月期 2,201,626株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期 17,208,026株 20年3月期第1四半期 17,211,239株
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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１四半期におけるわが国経済は、サブプライムロ－ン問題に端を発した金融市場の混乱等による米国経済の

減速、原油及び原材料価格の高騰に伴う物価上昇等による景気の減速傾向は一層強まり、先行き不透明な状況で推

移いたしました。このような状況の中で、当第１四半期における連結売上高は円高に伴う北米子会社の為替換算レ

ート差影響等による減少はあったものの、国内の得意先生産台数増等に伴い売上高が増加し、前年同期比1.5％増

の24,526百万円となりました。 一方、損益面では連結営業利益が北米子会社の売上高減影響、新車立上げロス等

による原価負担増が生じ、また、国内における新たな会計基準（棚卸資産の評価に関する会計基準）の適用や法人

税法改正に伴う耐用年数の変更、市況変動等原価負担増が加わり、前年同期比20.0％減の755百万円となりまし

た。また、連結経常利益は前年同期比13.4％減の773百万円、連結四半期純利益は前年同期比6.6％減の502百万円

となりました。   

２．連結財政状態に関する定性的情報 

(資産）  

当第１四半期末における資産合計は、58,390百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,636百万円減少しました。

これは有形固定資産の減少2,502百万円及びたな卸資産の減少934百万円等が主な要因であります。 

（負債）  

当第１四半期末における負債合計は、35,734百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,802百万円減少しました。 

これは支払手形及び買掛金の減少2,270百万円及び長期借入金の減少557百万円等が主な要因であります。  

（純資産）  

当第１四半期末における純資産合計は、22,656百万円となり前連結会計年度末に比べ834百万円減少しました。  

これは利益剰余金の増加381百万円があったものの、為替換算調整勘定1,368百万円の減少等があったことが主な

要因であります。  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

第１四半期の業績並びに足元の状況から判断し、概ね第２四半期連結累計期間の業績は計画通り進むものと考え

られ、現時点においては平成20年４月28日公表の業績予想の変更はございません。  

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） 

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）  

固定資産の減価償却費の算定方法は、年度予算に基づく年間償却予定額を期間按分する方法としておりま

す。 

 （四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。  

（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  

 会計処理基準に関する事項の変更 

① 当第１四半期連結会計期間より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期

財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半

期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

② 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、主として総平均法による原価法によっておりましたが、

当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５

日）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

 これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ58,503千円減少しておりま

す。なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 
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③ 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理よっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号）を当第１四半期連結会計期間から早期適用し、通常の売買取

引に係る会計処理によっております。これにより損益に与える影響はございません。 

④ 当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱

い」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用しております。 

 これにより、損益に与える影響はございません。 

（追加情報） 

 当社及び国内連結子会社は、従来、機械装置の耐用年数を２年～12年としておりましたが、法人税法の改正に伴

い、当第１四半期連結会計期間より２～９年に変更しております。 

  これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 
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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 3,868,168 3,739,591 

受取手形及び売掛金 13,961,366 14,038,224 

製品 1,594,573 1,570,103 

原材料 3,928,925 4,560,261 

仕掛品 1,096,951 1,140,076 

貯蔵品 1,591,084 1,875,170 

繰延税金資産 721,207 727,594 

その他 1,517,810 1,918,517 

貸倒引当金 △23,454 △25,496 

流動資産合計 28,256,633 29,544,044 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 7,772,468 8,286,184 

機械装置及び運搬具 9,024,509 9,649,570 

工具、器具及び備品 3,190,682 4,941,146 

土地 4,404,539 4,472,027 

その他 1,001,153 546,621 

有形固定資産合計 25,393,354 27,895,550 

無形固定資産   

その他 145,184 135,598 

無形固定資産合計 145,184 135,598 

投資その他の資産   

投資有価証券 2,026,254 1,825,663 

繰延税金資産 779,922 887,960 

その他 1,796,019 1,745,483 

貸倒引当金 △6,890 △6,890 

投資その他の資産合計 4,595,306 4,452,217 

固定資産合計 30,133,845 32,483,366 

資産合計 58,390,478 62,027,411 

日本プラスト㈱ （7291） 平成21年3月期 第１四半期決算短信
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（単位：千円）

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 15,125,498 17,395,701 

短期借入金 5,012,199 5,039,259 

未払法人税等 84,536 43,409 

賞与引当金 408,411 1,046,998 

役員賞与引当金 12,500 50,000 

その他 5,972,854 5,590,637 

流動負債合計 26,616,000 29,166,005 

固定負債   

長期借入金 5,380,865 5,938,485 

退職給付引当金 3,002,195 2,980,259 

役員退職慰労引当金 375,259 395,226 

繰延税金負債 21,403 24,390 

その他 338,591 32,286 

固定負債合計 9,118,315 9,370,648 

負債合計 35,734,315 38,536,654 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,206,062 3,206,062 

資本剰余金 3,184,500 3,184,500 

利益剰余金 18,984,763 18,603,073 

自己株式 △2,026,300 △2,025,912 

株主資本合計 23,349,026 22,967,724 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 725,919 558,410 

為替換算調整勘定 △2,058,380 △689,400 

評価・換算差額等合計 △1,332,461 △130,990 

少数株主持分 639,596 654,023 

純資産合計 22,656,162 23,490,757 

負債純資産合計 58,390,478 62,027,411 
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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 24,526,489 

売上原価 22,320,415 

売上総利益 2,206,073 

販売費及び一般管理費 1,450,818 

営業利益 755,255 

営業外収益  

受取利息 17,782 

受取配当金 12,351 

投資不動産賃貸料 15,549 

為替差益 40,147 

雑収入 49,033 

営業外収益合計 134,864 

営業外費用  

支払利息 88,168 

持分法による投資損失 4,277 

雑損失 23,855 

営業外費用合計 116,301 

経常利益 773,817 

特別利益  

投資有価証券売却益 8,228 

税金等調整前四半期純利益 782,046 

法人税等 267,291 

少数株主利益 12,579 

四半期純利益 502,174 

日本プラスト㈱ （7291） 平成21年3月期 第１四半期決算短信
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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）

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 782,046 

減価償却費 1,267,304 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3 

賞与引当金の増減額（△は減少） △638,587 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △37,500 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 21,935 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △19,966 

受取利息及び受取配当金 △30,134 

支払利息 88,168 

為替差損益（△は益） 18,759 

持分法による投資損益（△は益） 4,277 

有形固定資産処分損益（△は益） 6,292 

投資有価証券売却損益（△は益） △8,228 

売上債権の増減額（△は増加） 1,143,714 

たな卸資産の増減額（△は増加） 598,136 

仕入債務の増減額（△は減少） △1,525,220 

未払消費税等の増減額（△は減少） △117,316 

その他 966,189 

小計 2,519,868 

利息及び配当金の受取額 30,134 

利息の支払額 △76,946 

法人税等の支払額 △280,195 

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,192,860 

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 △1,338,010 

有形固定資産の売却による収入 11,884 

投資有価証券の取得による支出 △2,657 

投資有価証券の売却による収入 10,790 

貸付けによる支出 △19,847 

貸付金の回収による収入 16,769 

その他 △2,005 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,323,076 

日本プラスト㈱ （7291） 平成21年3月期 第１四半期決算短信

- 4 -



（単位：千円）

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) 

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 913,401 

短期借入金の返済による支出 △535,294 

長期借入れによる収入 107,085 

長期借入金の返済による支出 △797,032 

自己株式の取得による支出 △387 

配当金の支払額 △99,119 

リース債務の返済による支出 △33,342 

財務活動によるキャッシュ・フロー △444,689 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △296,518 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 128,576 

現金及び現金同等物の期首残高 3,734,591 

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,863,168 

日本プラスト㈱ （7291） 平成21年3月期 第１四半期決算短信
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（５）セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

      当第１四半期連結累計期間は、全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める「自動車部品事

業」の割合がいずれも90％を超えているため、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。  

ｂ．所在地別セグメント情報 

 （注) １ 国又は地域の区分は地理的な近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米………………米国・メキシコ 

(2) その他の地域……インドネシア・中国・タイ 

３ 会計処理方法の変更 

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

「四半期連結財務諸表作成にかかる会計処理の原則・手続、表示方法等の変更」に記載のとおり、当第

１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５

日）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて営業利益が日本で58,503千

円減少しております。 

  
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) 

  
日本 
(千円) 

北米 
(千円) 

その他の 
地域 
(千円) 

計 
(千円) 

消去 
又は全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益             

売上高             

(1) 外部顧客に 

対する売上高 
13,292,858 9,185,164 2,048,467 24,526,489 － 24,526,489 

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
1,948,873 － 1,266,083 3,214,956 (3,214,956)－ 

計 15,241,731 9,185,164 3,314,550 27,741,446 (3,214,956)24,526,489 

営業費用 15,195,426 8,919,022 2,834,637 26,949,087 (3,177,852)23,771,234 

営業利益 46,304 266,141 479,912 792,358 (37,103) 755,255 
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ｃ．海外売上高 

 （注) １ 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。 

２ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

３ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米………………米国・メキシコ 

(2) その他の地域……中国・タイ・イギリス・ドイツ他 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 

  
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) 

  北米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(千円) 9,185,164 2,646,951 11,832,115 

Ⅱ 連結売上高(千円)     24,526,489 

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合(％) 
37.4 10.7 48.2 
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「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（千円） 

Ⅰ 売上高 24,154,202 

Ⅱ 売上原価 21,759,293 

売上総利益 2,394,908 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,449,809 

営業利益 945,099 

Ⅳ 営業外収益 99,757 

受取利息  21,274 

受取配当金  11,886 

投資不動産賃借料 15,549 

その他営業外収益  51,047 

Ⅴ 営業外費用 150,513 

支払利息  87,335 

為替差損  12,304 

持分法による投資損失  14,271 

その他営業外費用  36,602 

経常利益 894,343 

税金等調整前四半期純利益 894,343 

税金費用 329,425 

少数株主利益 26,766 

四半期純利益 538,151 
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（２）セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

      前第１四半期連結累計期間は、全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める「自動車部品事

業」の割合がいずれも90％を超えているため、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。  

ｂ．所在地別セグメント情報 

 （注) １ 国又は地域の区分は地理的な近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米………………米国・メキシコ 

(2) その他の地域……インドネシア・中国・タイ 

ｃ．海外売上高 

 （注) １ 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。 

２ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

３ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米………………米国・メキシコ 

(2) その他の地域……中国・イギリス・タイ・ドイツ他 

  
前第１四半期連結累計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日) 

  
日本 
(千円) 

北米 
(千円) 

その他の 
地域 
(千円) 

計 
(千円) 

消去 
又は全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益             

売上高             

(1) 外部顧客に 

対する売上高 
11,875,421 10,826,455 1,452,325 24,154,202 － 24,154,202 

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
1,656,916 4,208 1,081,386 2,742,510 (2,742,510)－ 

計 13,532,337 10,830,663 2,533,712 26,896,712 (2,742,510)24,154,202 

営業費用 13,417,307 10,271,350 2,221,821 25,910,479 (2,701,376)23,209,103 

営業利益 115,029 559,313 311,890 986,233 (41,134) 945,099 

  
前第１四半期連結累計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日) 

  北米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(千円) 10,826,455 1,995,330 12,821,785 

Ⅱ 連結売上高(千円)     24,154,202 

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合(％) 
44.8 8.2 53.0 
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 ６.その他の情報 

    部門別売上高状況 

（単位：千円未満切捨）

  

    
前第１四半期 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日） 

当第１四半期 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

増減金額 

  金額 
構成比 
（％） 

金額 
構成比 
（％） 

金額 
増減率 
（％） 

 自動車部品

事業 

 安全部品 
 ハンドル 3,932,292 16.2 4,377,337 17.8 445,045 11.3 

エアバッグ 10,178,852 42.1 10,508,460 42.8 329,608 3.2 

小計  14,111,144 58.4 14,885,798 60.6 774,653 5.4 

 樹脂部品   10,012,769 41.4 9,619,761 39.2 △393,007 △3.9 

  計  24,123,913 99.8 24,505,559 99.9 381,646 1.6 

その他事業 30,288 0.1 20,929 0.1 △9,359 △30.9 

合計 24,154,202 100.0 24,526,489 100.0 372,286 1.5 
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