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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 5,314 ― 77 ― 75 ― 30 ―

20年3月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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 1.82 ―

20年3月期第1四半期 ― ―

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 26,775 13,317 49.3 798.48
20年3月期 25,879 13,228 51.0 797.71

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  13,212百万円 20年3月期  13,200百万円

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 ― 6.00 ― 6.00 12.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 5.00 ― 5.00 10.00

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 10,600 ― 220 ― 170 ― 70 ― 4.23
通期 21,500 △2.5 360 △1.4 245 △3.2 130 857.4 7.86

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、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。  

(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、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。  

(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見通し等の将来に関する注記は、当社が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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、３ページ【定性的情報・財務
諸表等】をご覧ください。 
  当社は、平成20年３月期の第1四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、平成20年３月期第1四半期の連結実績は記載しておりません。 

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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  17,514,297株 20年3月期  17,514,297株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  967,054株 20年3月期  966,169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  16,547,599株 20年3月期第1四半期  16,556,058株



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。  
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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の経済は、原油価格の高騰による原材料・燃料の値上がりや米国

経済の停滞などを背景に、企業収益環境の悪化や個人消費の冷え込みが見られ、景気は減速感を

強めました。 

このような状況のなかで当社グループは、「収益力の強化と持続的な成長に向けた基盤強化」

をテーマに当期を初年度とする新しい中期経営計画を策定し、全社を上げて企業価値向上に取り

組んでまいりました。 

この結果、当第１四半期の連結売上高は5,314百万円、営業利益は77百万円、経常利益は75百

万円、四半期純利益は30百万円となりました。 

セグメント別の状況につきましては、自動車部品事業では、自動車メーカー各社の国内自動車

販売台数は減少しましたが、好調な輸出に支えられて自動車生産台数は増加したこともあり、ト

ランク内装品、シートバックパネルなどの受注増加により、売上高は4,892百万円、営業利益は

20百万円となりました。 

住宅事業では、マンション事業や宅地分譲の案件が計画どおりに推移し、売上高は378百万円、

営業利益は64百万円となりました。 

その他の事業では、売上高は43百万円、営業損失は６百万円となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

資産合計は、26,775百万円（前連結会計年度末比895百万円増）となりました。 

このうち流動資産は、17,098百万円（前連結会計年度末比936百万円増）となりました。これ

は主に、不動産事業出資金等が増加したことによるものです。 

固定資産は、9,663百万円（前連結会計年度末比40百万円減）となりました。 

負債合計は、13,457百万円（前連結会計年度末比806百万円増）となりました。 

このうち流動負債は、9,280百万円（前連結会計年度末比879百万円増）となりました。これは

主に、短期借入金の増加によるものです。 

固定負債は、4,177百万円（前連結会計年度末比72百万円減）となりました。 

純資産合計は、13,317百万円（前連結会計年度末比88百万円減）となりました。 

 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 現時点では、概ね計画通りに業績が推移しているため、第２四半期連結累計期間及び通期の業

績予想については、平成20年５月13日公表の予想数値から変更しておりません。 

 

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財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

    ①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

     当第1四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等を使用して貸倒見積高を

算定しております。 

 

    ②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。 
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    ③法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

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金等調整前当期

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もり、税金等調整前四半期純

利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等かつ、

一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使

用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

       

(3) 四半期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 

①四半期連結財務諸表に関する会計基準の適用 

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19

年3月14日 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」

（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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の適用 

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」（企業会計基準委員会 平成18年５月17日 実務対応報告第18号）を適

用しております。 

なお、この変更による損益に与える影響はありません。 

 

③棚卸資産の評価に関する会計基準 

「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）を当第１四半期連結会計期間から適用し、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、税金等調整前四半期純利益が５百万円減

少しております。 
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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 1,238,776  2,003,404

  受取手形及び売掛金 5,659,854  5,839,631

  製品 234,704  259,841

  半製品 440,753  438,833

  原材料 287,203  285,836

  貯蔵品 59,138  58,840

  販売用不動産 1,153,284  1,045,295

  仕掛販売用不動産 7,619  2,857

  不動産事業出資金 7,537,407  5,437,932

  営業出資金 －  350,000

  繰延税金資産 145,790  146,647

  その他 359,554  319,403

  貸倒引当金 △25,788  △26,568

  流動資産合計 17,098,296  16,161,955

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物（純額） 1,426,365  1,441,999

   機械装置及び運搬具（純額） 1,485,570  1,568,080

   工具器具及び備品（純額） 869,949  907,595

   土地 2,012,533  2,012,604

   建設仮勘定 104,781  36,916

   有形固定資産合計 5,899,201  5,967,197

  無形固定資産 183,137  198,542

  投資その他の資産  

   投資有価証券 2,584,804  2,436,404

   繰延税金資産 443,608  500,588

   積立保険料 281,933  281,933

   その他 276,020  324,593

   貸倒引当金 △4,817  △5,059

   投資その他の資産合計 3,581,550  3,538,461

  固定資産合計 9,663,888  9,704,200

 繰延資産  

  社債発行費 13,130  13,833

  繰延資産合計 13,130  13,833

 資産合計 26,775,316  25,879,990
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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 4,164,334  4,451,579

  短期借入金 3,664,320  2,539,050

  １年内返済予定の長期借入金 310,000  310,000

  １年内償還予定の社債 200,000  200,000

  未払法人税等 41,951  70,411

  賞与引当金 138,318  261,997

  役員賞与引当金 5,499  22,420

  その他 756,447  546,306

  流動負債合計 9,280,871  8,401,764

 固定負債  

  社債 800,000  800,000

  長期借入金 1,665,000  1,723,000

  退職給付引当金 1,518,568  1,515,888

  役員退職慰労引当金 －  208,591

  長期未払金 191,696  －

  その他 1,842  1,842

  固定負債合計 4,177,106  4,249,322

 負債合計 13,457,977  12,651,087

（純資産の部）  

 株主資本  

  資本金 2,167,399  2,167,399

  資本剰余金 1,696,397  1,696,397

  利益剰余金 9,218,803  9,287,947

  自己株式 △259,546  △259,324

  株主資本合計 12,823,054  12,892,420

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 379,605  296,379

  繰延ヘッジ損益 △1,592  △2,844

  為替換算調整勘定 11,560  14,591

  評価・換算差額等合計 389,572  308,126

 少数株主持分 104,711  28,356

 純資産合計 13,317,338  13,228,903

負債純資産合計 26,775,316  25,879,990
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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  5,314,550

売上原価  4,562,535

売上総利益  752,014

販売費及び一般管理費  674,060

営業利益  77,954

営業外収益  

 受取利息  4,939

 受取配当金  29,500

 受取賃貸料  4,295

 デリバティブ評価益  5,765

 その他  3,739

 営業外収益合計  48,240

営業外費用  

 支払利息  23,282

 支払手数料  22,335

 その他  4,870

 営業外費用合計  50,487

経常利益  75,706

特別損失  

 固定資産除却損  8,040

 たな卸資産評価損  5,758

 特別損失合計  13,798

税金等調整前四半期純利益  61,907

法人税等  33,100

少数株主損失  1,318

四半期純利益  30,125
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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。 

 

(3) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

 (4) 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。 




