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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 73,331 ― 1,640 ― △1,079 ― △1,148 ―

20年3月期第1四半期 85,297 303.4 2,989 692.9 122 △47.6 △679 ―

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 △5.40 ―

20年3月期第1四半期 △3.53 ―

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 249,751 46,543 18.0 77.07
20年3月期 242,886 47,692 18.9 81.94

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  45,063百万円 20年3月期  46,073百万円

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 ― ― ― ― ―

21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― ― ―

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 146,700 ― 1,400 ― △4,300 ― △5,700 ― △23.94

通期 299,000 △5.3 5,600 67.7 △5,800 ― △8,600 ― △37.16

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 
・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。 
・上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の変化等によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。  

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  259,907,537株 20年3月期  259,907,537株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  419,919株 20年3月期  415,335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  259,489,274株 20年3月期第1四半期  259,500,700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１四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、昨年からの急激な原油及び原材料価格の高騰の影響を受け、

また、アメリカ経済のサブプライムローン問題などによる北米市場の停滞により、景気の減速感が強まっておりま

す。

　このような環境下、当企業グループの当第１四半期連結会計期間の連結売上高は日本国内での新興国向けトラック

及び建機の輸出増加に伴う受注増やアルミホイール製品の堅調な伸びはあったものの、北米における需要の落ち込み

により、733億31百万円となりました。

　売上原価は669億８百万円（売上高に対する比率は91.2％）、販売費及び一般管理費は49億24百万円（売上高に対

する比率は6.7％）となりました。連結損益は日本国内やアジア、欧州においては順調な業績をあげており、メタル

ダイン社においても収益性の改善、コスト削減を計画的に実施しているものの、北米市場の悪化の影響が大きく、全

体として営業利益16億40百万円、支払利息25億88百万円を計上したことなどにより、経常損失10億79百万円となりま

した。

　また、当第１四半期連結会計期間より、たな卸資産の評価に関して「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）を適用し、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）に変更したことにより、期首影響額を特別損失に３億66百万円計上いたしました。

　以上の結果により、四半期純損失は11億48百万円となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

総資産は、在外連結子会社の為替換算影響により有形固定資産及び無形固定資産が増加したことなどにより、前連

結会計年度末に比べ68億64百万円増加し、2,497億51百万円となりました。

　負債は、在外連結子会社の運転資金増加に伴う長期借入金の増加や為替換算影響を含む社債及び長期借入金の増加

などにより、前連結会計年度末に比べ80億12百万円増加し、2,032億７百万円となりました。

　純資産は、四半期純損失を11億48百万円計上したことなどにより、前連結会計年度末に比べ11億48百万円減少し、

465億43百万円となりました。

３．連結業績予想に関する定性的情報

平成21年３月期の業績予想につきましては、第２四半期連結累計期間、通期とも平成20年５月23日公表の当初予想

に変更はありません。

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連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

① 簡便な会計処理

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．たな卸資産の評価方法

　当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算定に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸

高を基礎として、合理的な方法により算定する方法によっております。

３．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。

４．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

　四半期連結財務諸表提出会社及び一部の連結子会社の法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減

算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法によっております。

　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・

プランニングを使用する方法によっております。
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５．連結会社相互間の債権債務及び取引の相殺消去

　連結会社相互間の債権と債務の相殺消去

　当該債権の額と債務の額に差異が見られる場合には、合理的な範囲内で当該差異の調整を行わないで債権と

債務を相殺消去しております。

　連結会社相互間の取引の相殺消去

　取引金額に差異がある場合で当該差異の重要性が乏しいときには、親会社の金額に合わせる方法により相殺

消去しております。

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

　　税金費用の計算

　一部の連結子会社は、当第１四半期連結会計期間を含む当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、税引前四半期純損失に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採

用しております。なお、当該会社にかかる法人税等調整額は法人税、住民税及び事業税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

１．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．「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、営業利益が67百万円減少し、経常損失が67百万円、税金等調

整前四半期純損失が434百万円それぞれ増加しております。

３．「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）を当第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な修正を行って

おります。

　当該変更が損益に与える影響はありません。

４．「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成５年６月17日　最終改正平成19年３月30日　

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」（企業会計基準委員会　平成６年１月

18日　最終改正平成19年３月30日　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に適

用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理か

ら通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上しております。

　また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する方法に

よっております。

　なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。

　当該変更が資産及び損益に与える影響は軽微であります。

　　（追加情報）

　　四半期連結財務諸表提出会社及び一部の国内連結子会社の主要な機械装置については、従来、耐用年数を４

～12年としておりましたが、法人税法の改正を契機として経済的耐用年数を見直した結果、当第１四半期連結

会計期間から４～９年に変更しております。

　当該変更が損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：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 8,207 6,529

受取手形及び売掛金 35,139 36,395

商品及び製品 7,909 7,700

仕掛品 5,808 4,771

原材料及び貯蔵品 8,773 8,704

その他 4,938 5,099

貸倒引当金 △190 △213

流動資産合計 70,587 68,987

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 16,888 16,534

機械装置及び運搬具（純額） 49,341 49,813

工具、器具及び備品（純額） 4,417 4,545

土地 16,994 16,763

建設仮勘定 5,820 4,903

その他（純額） 1,934 －

有形固定資産合計 95,398 92,560

無形固定資産   

のれん 25,654 26,000

その他 53,756 50,826

無形固定資産合計 79,410 76,827

投資その他の資産 4,121 4,242

固定資産合計 178,930 173,629

繰延資産 232 269

資産合計 249,751 242,886

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 39,832 38,104

短期借入金 5,169 8,394

未払法人税等 867 1,104

賞与引当金 1,307 1,918

その他の引当金 1,276 1,488

その他 13,396 14,238

流動負債合計 61,851 65,249

固定負債   

社債 43,808 40,644

長期借入金 66,297 58,235

退職給付引当金 11,995 12,742

その他の引当金 928 933

負ののれん 175 34

その他 18,150 17,354

固定負債合計 141,356 129,944

負債合計 203,207 195,194
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 34,384 34,384

資本剰余金 35,309 35,309

利益剰余金 △37,587 △36,607

自己株式 △20 △20

株主資本合計 32,086 33,067

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 29 25

繰延ヘッジ損益 △76 △143

土地再評価差額金 3,044 3,044

為替換算調整勘定 9,978 10,078

評価・換算差額等合計 12,976 13,005

新株予約権 298 255

少数株主持分 1,182 1,363

純資産合計 46,543 47,692

負債純資産合計 249,751 242,886
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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：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 73,331

売上原価 66,908

売上損失引当金取崩額 △141

売上総利益 6,564

販売費及び一般管理費 4,924

営業利益 1,640

営業外収益  

受取利息 13

受取配当金 2

負ののれん償却額 2

持分法による投資利益 78

助成金収入 66

雑収入 55

営業外収益合計 218

営業外費用  

支払利息 2,588

雑支出 349

営業外費用合計 2,937

経常損失（△） △1,079

特別利益  

退職給付引当金戻入額 1,044

固定資産売却益 61

その他 16

特別利益合計 1,121

特別損失  

固定資産処分損 150

減損損失 10

たな卸資産評価損 366

特別退職手当 44

その他 108

特別損失合計 680

税金等調整前四半期純損失（△） △638

法人税、住民税及び事業税 430

法人税等調整額 59

法人税等合計 490

少数株主利益 20

四半期純損失（△） △1,148
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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。

(3) 継続企業の前提に関する注記

当第１四半期連結会計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

  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

当第１四半期連結会計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

該当事項はありません。
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（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 85,297

Ⅱ　売上原価 76,568

Ⅲ　売上損失引当金取崩額(△) △150

売上総利益 8,879

Ⅳ　販売費及び一般管理費 5,890

営業利益 2,989

Ⅴ　営業外収益 476

　受取利息及び受取配当金 22

　雑収入 453

Ⅵ　営業外費用 3,343

　支払利息 3,134

　雑損失 208

経常利益 122

Ⅶ　特別利益 34

　固定資産売却益 9

　貸倒引当金戻入額 10

　その他 14

Ⅷ　特別損失 126

　固定資産処分損 42

　特別退職金 77

　その他 5

税金等調整前四半期純利益 30

法人税等 644

少数株主利益 65

四半期純損失 △679
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