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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 8,644 ― △502 ― △220 ― △140 ―

20年3月期第1四半期 8,675 1.1 499 30.5 638 126.4 335 128.6

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 △5.23 ―

20年3月期第1四半期 12.51 ―

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 50,923 14,943 28.3 537.80
20年3月期 49,674 15,179 29.6 547.33

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  14,429百万円 20年3月期  14,685百万円

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 ― 0.00 ― 8.00 8.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 8.00 8.00

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  有  

今回、第2四半期連結累計期間と通期の業績予想ともに修正しております。  

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 21,402 ― △92 ― 121 ― 21 ― 0.78
通期 44,115 △1.2 847 △62.9 898 △34.9 401 △51.5 14.95

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、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。  

(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、５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．平成20年5月8日発表の平成21年3月期連結業績予想の数値全てを修正しております。 
２．業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。なお、業績予想の前提条件 
 その他関連する事項については、４ページ【連結業績予想に関する定性的情報】をご覧ください。 
３．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。  

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  26,863,974株 20年3月期  26,863,974株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  33,929株 20年3月期  32,479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  26,830,957株 20年3月期第1四半期  26,832,517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１四半期における世界経済は、原油・原材料価格の高騰、米国サブプライム住宅ローン問題に端

を発した金融市場の混乱、為替変動の影響等により企業収益の低下が見られ、先行き不透明感が増して

まいりました。 

航空輸送業界では、燃料費の高騰により燃料効率の良い新造機の需要が継続しております。特にボー

イング787は890機を超える受注数に達するなど、先行き航空機内装品等製造関連事業の受注量の伸び

が期待できる状況ですが、今年4月に発表されたボーイング787納入時期の更なる延期の影響を受け、当

社の経営計画も見直しを余儀なくされることとなりました。 

このような情勢の中、当社グループでは生産計画の見直しを行い、新たな受注活動に取り組むとともに、

効率的な生産体制への改善を進めるなど対策を講じましたが、当第１四半期の業績は計画より後退しまし

た。 

当第１四半期の連結経営成績は、連結売上高 8,644百万円 （前年同期比 31百万円 減）、連結営

業損失 502百万円 （前年同期は、連結営業利益 499百万円）、連結経常損失 220百万円 （前年同期

は、連結経常利益 638百万円）、連結四半期純損失 140百万円 （前年同期は、連結四半期純利益 

335百万円）となりました。 

 

① 事業の種類別セグメントの業績 

[航空機内装品等製造関連事業] 

当事業では、ボーイング787納入時期延期の影響を受けて、ボーイング787向けに予定していた出荷の

一部を除き第２四半期以降に繰り延べとなりました。カンタス航空とシンガポール航空のエアバスA380向け

ギャレー等についても、エアバス社の生産スケジュールが予定より遅れて推移した結果、当初計画より出

荷数を減らしております。更に、客室改修の一部のプロジェクトについても、顧客先で調達品の準備が整

わないことから改修スケジュールが延期されるなど、売上高は計画を大きく下回りました。また、スケジュー

ル変更の混乱により生産効率の改善に遅れが生じ、営業利益も計画を下回りました。 

この結果、航空機内装品等製造関連事業は、売上高 6,022百万円 （前年同期比 23百万円 増）、営

業損失 273百万円 （前年同期は、営業利益 431百万円）となりました。 

 

[航空機器等製造関連事業] 

当事業では、防衛関連部品の受注が予定より減少していることと、エアバスA380向けフロアビームの生

産量が当初計画に比べて低く推移したことから、売上高、営業利益ともに計画を下回りました。 

この結果、航空機器等製造関連事業は、売上高 1,189百万円 （前年同期比 16百万円 増）、営業損

失 131百万円 （前年同期は、営業利益 48百万円）となりました。 

 

[航空機整備等関連事業] 

当事業では、羽田事業所を開設し、国土交通省航空局の飛行検査用航空機（4機種全7機）の保守点

検整備を開始すると共に営業部門を羽田地区に移転してサービス強化に向けた拡充を進めましたが、出

荷を予定していた機体整備作業の一部繰り延べ等により、売上高、営業利益ともに計画を下回りました。 

この結果、航空機整備等関連事業は、売上高 1,431百万円 （前年同期比 71百万円 減）、営業損失 

97百万円 （前年同期は、営業利益 19百万円）となりました。 
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② 所在地別セグメントの業績 

[ 日 本 ] 

航空機内装品等製造関連事業、航空機器等製造関連事業および航空機整備等関連事業ともに、事

業の種類別セグメントの項目で説明したとおりであります。 

この結果、売上高 7,681百万円 （前年同期比 159百万円 増）､営業損失 367百万円 (前年同期は、

営業利益 432百万円)となりました。 

 [ 北 米 ] 

対象企業は連結子会社のJAMCO AMERICA, INC.であり、客室改修の一部のプロジェクトが予定より

遅れているため売上高、営業利益ともに計画を下回りました。 

この結果、売上高 678百万円 （前年同期比 300百万円 減）、営業損失 88百万円 （前年同期は、

営業利益 81百万円）となりました。 

 [ ヨ－ロッパ ] 

対象企業は、連結子会社のJAMCO EUROPE B.V.であり、エアバス向けのサポート業務が好調に推

移し、売上高、営業利益ともに計画を上回りました。 

この結果、売上高 179百万円 （前年同期比 31百万円 増）、営業利益 11百万円 （前年同期比 6

百万円 増）となりました。 

[ アジア・オセアニア] 

対象企業は、連結子会社JAMCO AERO DESIGN & ENGINEERING PTE LTD.であり、売上高 104百

万円 （前年同期比 78百万円 増）、営業利益 8百万円 （前年同期は、営業損失 3百万円）となりまし

た。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産・負債・純資産の状況 

当第１四半期連結会計期間末の流動資産合計は37,263百万円となり、前連結会計年度末に比べ

269百万円増加しました。主な要因は現金及び預金の増加（438百万円増）、受取手形及び売掛金の減

少（3,410百万円減）、ボーイング787向け内装品をはじめ第２四半期以降に出荷繰り延べとなったプロ

グラムが多く発生したことによる原材料の増加（712百万円増）と仕掛品の増加（2,432百万円増）等によ

るものです。一方、固定資産合計では、工場の新築および施設設備の拡張等により978百万円増加し

て13,659百万円となりました。 

負債総額は35,979百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,484百万円の増加となりました。主な要

因は短期借入金は減少したものの（946百万円減）、ボーイング787向け内装品の生産量が中期的に急

増することを受けて増産に対応するための設備投資の資金調達による長期借入金の増加（1,982百万

円増）、工事損失引当金の増加（238百万円増）、賞与引当金の増加（694百万円増）等によるもので

す。 

純資産合計は14,943百万円となり、前連結会計年度末に比べ235百万円の減少となりました。主な要

因は為替換算調整勘定の増加（104百万円増）、利益剰余金の減少（355百万円減）等によるものです。

この結果、自己資本比率は28.3％となりました。 
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② キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物は、以下に記載のキャッ

シュ・フローにより、前連結会計年度末に比べ458百万円増加し、2,002百万円 （前年同期は、2,140百

万円）となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

売上債権の減少額（3,502百万円）による増加と、たな卸資産の増加額（2.954百万円）による減少等

により、1,006百万円のキャッシュ・インフロー（前年同期は、185百万円のキャッシュ・インフロー）となりま

した。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

航空機内装品等製造関連事業でボーイング787向け内装品の増産を見越しての工場の新築および

拡張を中心とした設備投資による固定資産取得（1,350百万円）等により、1,345百万円のキャッシュ・ア

ウトフロー（前年同期は、368百万円のキャッシュ・アウトフロー）となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

短期および長期借入金の返済（1,707百万円）と、配当金の支払い（179百万円）等による支出があり

ましたが、短期および長期借入金による調達（2,651百万円）により762百万円のキャッシュ・インフロー

（前年同期は、235百万円のキャッシュ・インフロー）となりました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

航空機内装品等製造関連事業においては、ボーイング787納入時期の更なる延期の影響を受けて、

787関連内装品の出荷スケジュールが大幅に変更となり、当初予定していた今期の出荷量の殆どが来期

に後退いたしました。 

航空機器等製造関連事業においては、防衛関連の受注が例年に比べ減少しており、当初予定してい

た作業量を確保することが難しく、売上高と利益ともに計画に達しない見通しとなりました。 

このような情勢の中、当社グループでは生産計画の見直しを行い、新たな受注活動に取り組むとともに、

効率的な生産体制への改善を進めるなど対策を講じておりますが、787関連内装品の出荷スケジュール

変更のグループ全体に及ぼす影響が大きく、連結・個別ともに第２四半期及び通期の業績予想を下方修

正することといたしました。尚、業績予想の前提となる為替レートは、107円／ドルとしております。 

 

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 

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。 

棚卸資産の評価方法 

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度
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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。また、棚卸資産の

簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切

下げを行う方法によっております。 

法人税等並びに繰延税金資産および繰延税金負債の算定方法 

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・プランニングを利用する方法によっておりま

す。 

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、債権側の金額に合わせる方法により債権と

債務を相殺消去しております。 

連結会社相互間の取引を相殺消去 

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、親会社等の金額に合わせる

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作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。 

 

（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 四半期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 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

「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。これによる損益に与える影響はありません。 

 

③ リース取引に関する会計基準等の適用 

「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 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 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、

残存価格をゼロとする定額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。これによる損益に与える影響は軽微であります。 
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④ 連結財務諸表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 

「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）を第１四半期連結会計期間から適用しております。こ

れによる損益に与える影響はありません。 

 

（追加情報） 

機械装置の耐用年数について、法人税法の改正を契機に見直しを行った結果、主に製品ライフ

サイクルの短縮化により、設備更新が従来にも増して短期間に行われる事が見込まれる事となったた

め、第１四半期連結会計期間より、耐用年数の短縮を行っております。この変更により、営業損失、経

常損失、および税金等調整前四半期純損失は、それぞれ7,120千円増加しております。 
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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 2,002,929 1,564,896

受取手形及び売掛金 9,957,198 13,367,768

製品 60,094 119,845

原材料 6,787,101 6,074,365

仕掛品 14,127,095 11,694,130

その他 4,334,459 4,179,098

貸倒引当金 △5,059 △6,030

流動資産合計 37,263,819 36,994,074

固定資産

有形固定資産 9,926,247 8,971,219

無形固定資産 205,500 200,377

投資その他の資産 3,527,818 3,509,100

固定資産合計 13,659,566 12,680,697

資産合計 50,923,385 49,674,771

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 6,302,841 6,418,398

短期借入金 10,889,474 11,836,410

未払法人税等 79,353 490,955

賞与引当金 1,865,457 1,170,470

工事損失引当金 774,361 535,839

その他 2,610,603 2,619,653

流動負債合計 22,522,091 23,071,727

固定負債

長期借入金 7,835,140 5,852,400

退職給付引当金 5,033,022 5,019,171

役員退職慰労引当金 294,607 278,981

環境対策引当金 10,814 10,814

その他 284,301 262,512

固定負債合計 13,457,886 11,423,879

負債合計 35,979,978 34,495,607

純資産の部

株主資本

資本金 5,359,893 5,359,893

資本剰余金 4,368,998 4,368,998

利益剰余金 4,668,232 5,023,309

自己株式 △28,949 △27,785

株主資本合計 14,368,174 14,724,416

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 104,795 109,399

為替換算調整勘定 △43,637 △148,192

評価・換算差額等合計 61,158 △38,792

少数株主持分 514,074 493,541

純資産合計 14,943,407 15,179,164

負債純資産合計 50,923,385 49,674,771
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(2) 【四半期連結損益計算書】

（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)

売上高 8,644,211

売上原価 7,898,819

売上総利益 745,391

販売費及び一般管理費 1,247,416

営業損失（△） △502,024

営業外収益

受取利息 1,084

受取配当金 3,279

為替差益 310,235

持分法による投資利益 21,970

その他 24,247

営業外収益合計 360,817

営業外費用

支払利息 73,944

その他 5,049

営業外費用合計 78,994

経常損失（△） △220,201

特別利益

固定資産売却益 41

貸倒引当金戻入額 1,006

特別利益合計 1,048

特別損失

固定資産処分損 895

特別損失合計 895

税金等調整前四半期純損失（△） △220,049

法人税、住民税及び事業税 39,173

法人税等調整額 △108,163

法人税等合計 △68,990

少数株主損失（△） △10,633

四半期純損失（△） △140,425
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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損失（△） △220,049

減価償却費 375,061

引当金の増減額（△は減少） 961,789

受取利息及び受取配当金 △4,364

支払利息 73,944

為替差損益（△は益） △21,342

持分法による投資損益（△は益） △21,970

有形固定資産売却損益（△は益） 854

売上債権の増減額（△は増加） 3,502,123

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,954,447

仕入債務の増減額（△は減少） △181,127

その他 △10,788

小計 1,499,684

利息及び配当金の受取額 4,378

利息の支払額 △63,885

その他の収入 14,564

その他の支出 △1,454

法人税等の支払額 △446,724

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,006,562

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 △1,350,606

投資有価証券の取得による支出 △478

貸付金の回収による収入 1,055

定期預金の払戻による収入 20,000

その他 △15,810

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,345,839

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 700,000

短期借入金の返済による支出 △1,700,807

長期借入れによる収入 1,951,100

長期借入金の返済による支出 △7,140

リース債務の返済による支出 △114

自己株式の取得による支出 △1,164

配当金の支払額 △179,179

財務活動によるキャッシュ・フロー 762,694

現金及び現金同等物に係る換算差額 34,615

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 458,032

現金及び現金同等物の期首残高 1,544,896

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,002,929
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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

該当事項なし

(5) セグメント情報

【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(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

航空機
内装品等

製造関連事業
（千円）

航空機器等
製造関連事業
（千円）

航空機整備等
関連事業
（千円）

計
（千円）

消去
または全社
（千円）

連結
（千円）

　 売上高

 (1) 外部顧客に
　  対する売上高

6,022,960 1,189,711 1,431,540 8,644,211 ― 8,644,211

 (2) セグメント間の内部
　  売上高又は振替高

124 32,051 25,496 57,671 (57,671) ―

計 6,023,084 1,221,762 1,457,036 8,701,883 (57,671) 8,644,211

　 営業損失(△) △273,015 △131,626 △97,382 △502,024 ― △502,024

(注) １ 事業の区分は、製品の種類よって区分しております。

２ 各事業の主な製品

(1) 航空機内装品等製造関連事業 ……… ギャレー・ラバトリー

(2) 航空機器等製造関連事業 …………… 熱交換器・ADP

(3) 航空機整備等関連事業 ……………… 航空機整備・修理

【所在地別セグメント情報】

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）

ヨーロッパ
（千円）

アジア・
オセアニア
（千円）

計
（千円）

消去または
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

7,681,296 678,537 179,446 104,932 8,644,211 ― 8,644,211

 (2) セグメント間の内部
　  売上高又は振替高

523,105 895,923 212,502 20,203 1,651,734 (1,651,734) ―

計 8,204,401 1,574,460 391,948 125,135 10,295,946 (1,651,734) 8,644,211

　 営業利益

　 または営業損失（△）
△367,018 △88,208 11,494 8,046 △435,686 (66,338) △502,024

(注) １ 国または市域の区分は、地理的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または地域

(1) 北米 ………………………… アメリカ

(2) ヨーロッパ ………………… オランダ

(3) アジア・オセアニア ……… シンガポール
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【海外売上高】

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 アジア・オセアニア ヨーロッパ 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 1,650,384 2,714,500 915,247 5,280,133

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― 8,644,211

Ⅲ 連結売上高に占める
　 海外売上高の割合(％)

19.1 31.4 10.6 61.1

(注) １ 国または地域の区分は、地理的近接度によっております。

２ 各区分に属する主な国または地域

(1) 北米 ………………………… アメリカ

(2) アジア・オセアニア ……… シンガポール、オーストラリア

(3) ヨーロッパ ………………… イギリス、フランス、ドイツ

３ 海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高です。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項なし
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

(1) (要約) 前四半期連結損益計算書

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）

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 8,675,267

Ⅱ 売上原価 7,015,033

売上総利益 1,660,233

Ⅲ 販売費および一般管理費 1,160,915

営業利益 499,317

Ⅳ 営業外収益 197,978

Ⅴ 営業外費用 59,242

経常利益 638,054

Ⅵ 特別利益 239

Ⅶ 特別損失 7,049

税引等調整前四半期純利益 631,243

税金費用 280,255

少数株主利益 15,429

四半期純利益 335,559

(2) (要約) 前四半期連結キャッシュ・フロー計算書

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）

科目

前年同四半期

（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 185,432

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 368,654

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 235,675

Ⅳ 現金および現金同等物に係る換算差額 73,927

Ⅴ 現金および現金同等物の増加額 126,380

Ⅵ 現金および現金同等物の期首残高 2,013,704

Ⅶ 現金および現金同等物の期末残高 2,140,084
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(3) セグメント情報

【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（自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日）

航空機内装品
等製造関連

事業
(千円)

航空機器等
製造関連事業

(千円)

航空機整備等
関連事業
(千円)

計
(千円)

消去
または全社
(千円)

連結
(千円)

 売上高

 (1) 外部顧客に対する
　  売上高

5,999,459 1,172,779 1,503,027 8,675,267 ― 8,675,267

 (2) セグメント間の内部
　  売上高または振替高

786 5,819 41,329 47,936 (47,936) ―

計 6,000,246 1,178,599 1,544,357 8,723,203 (47,936) 8,675,267

 営業費用 5,569,096 1,129,964 1,524,823 8,223,885 (47,936) 8,175,949

 営業利益 431,149 48,634 19,533 499,317 ― 499,317

【所在地別セグメント情報】

前第１四半期決算累計期間（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)

ヨーロッパ
(千円)

アジア・
オセアニア
(千円)

計
(千円)

消去
または全社
(千円)

連結
(千円)

 売上高

 (1) 外部顧客に
　  対する売上高

7,521,478 979,506 148,185 26,096 8,675,267 ― 8,675,267

 (2) セグメント間の
     内部売上高
     または振替高

496,839 927,371 100,014 62,007 1,586,232 (1,586,232) ―

計 8,018,318 1,906,878 248,199 88,103 10,261,499 (1,586,232) 8,675,267

 営業費用 7,586,088 1,825,116 243,043 91,291 9,745,540 (1,569,591) 8,175,949

 営業利益または
 営業損失(△)

432,229 81,761 5,156 △ 3,188 515,959 (16,641) 499,317
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