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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 8,840 ― 216 ― 179 ― 181 ―
20年3月期第1四半期 8,041 12.3 639 38.6 647 36.9 382 46.5

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 32.74 ―
20年3月期第1四半期 69.19 ―

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 24,174 11,863 46.2 2,016.94
20年3月期 24,690 12,260 46.7 2,081.63

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  11,163百万円 20年3月期  11,521百万円

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 ― ― ― 40.00 40.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 32.52 32.52

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 18,500 14.8 550 △52.8 520 △56.4 330 △59.7 59.62
通期 38,200 11.1 1,620 △16.3 1,600 △12.4 900 △18.2 162.60

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  無  

(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 
 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  5,709,000株 20年3月期  5,709,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  174,122株 20年3月期  174,055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  5,534,911株 20年3月期第1四半期  5,535,000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

当連結第１四半期におけるわが国経済は、原油高や輸出減少による企業の生産抑制、設備投資の先送り、

消費者物価の上昇など景気の減速傾向が強まってまいりました。

海外においても、中国を中心としたアジア経済は依然成長が持続しておりますが、欧米先進国を中心に景

気の減速感が高まってまいりました。

このような環境にあって、当社グループにおきましては、デジタル家電・自動車関連・ゲーム機等の受注

は引き続き順調に推移しており、住宅設備機器の受注減の影響はありますが、売上高は88億40百万円となり

ました。しかしながら、原材料費、労務費等諸費用の増加、デジタル家電分野の高採算製品の受注減、さら

に国内の新設子会社２社の稼動当初の赤字も加わり、営業利益は２億16百万円、経常利益は１億79百万円、

四半期純利益は１億81百万円となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1) 資産、負債及び純資産の状況

当第１四半期会計期間末における連結総資産は241億74百万円となり、前連結会計年度末に比べ５億15百

万円減少いたしました。

流動資産は、前連結会計年度末に比べ13億71百万円減少し133億17百万円となりました。この主な要因

は、現金及び預金、受取手形及び売掛金が13億78百万円減少したことによるものです。

固定資産は、前連結会計年度末に比べ８億56百万円増加し108億56百万円となりました。この主な要因

は、前連結会計年度に取得したDAINAC㈱による土地の取得と、南部化成㈱及び海外子会社の機械装置導入

によるものです。

負債は、前連結会計年度末に比べ１億18百万円減少し123億11百万円となりました。この主な要因は、支

払手形及び買掛金が２億96百万円減少したことによるものです。

純資産は、前連結会計年度末に比べ３億97百万円減少し118億63百万円となりました。この主な要因は、

為替換算の影響に伴う為替換算調整勘定の減少や、株主配当金による利益剰余金の取崩しによるものです。

この結果、自己資本比率は46.2％となりました。

(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現金及び現金同等物は、税金等調整前四半期純利益が２億47百万

円となり、営業活動から得られた資金が６億92百万円ありましたが、投資活動で９億21百万円、財務活動

で４億25百万円の支出があり、27億50百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第１四半期連結会計期間における営業活動による資金の増加額は６億92百万円となりました。この主

な要因は、税金等調整前四半期純利益が２億47百万円、減価償却費が３億円、売上債権の減少額が４億７

百万円となったことによるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第１四半期連結会計期間における投資活動による資金の減少額は９億21百万円となりました。この主

な要因は、有形固定資産の取得による支出が５億８百万円、DAINAC㈱からの事業譲受による支出が３億98

百万円となったことによるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第１四半期連結会計期間における財務活動による資金の減少額は４億25百万円となりました。この主

な要因は、借入金の返済支出と、配当金支払支出によるものであります。
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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、平成20年５月16日発表の連結決算短信で公表した

平成21年３月期の業績予想（第２四半期累計・通期）は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連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

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重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

たな卸資産

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっていた

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）により算定している。

この結果、この変更による影響は軽微であります。

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」の適用

当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から、「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、連結決算

上必要な修正を行っております。

なお、この変更によ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 2,750,234 3,584,900

受取手形及び売掛金 7,982,847 8,526,346

製品 672,577 636,357

仕掛品 174,237 167,505

原材料及び貯蔵品 719,564 851,535

その他 1,025,735 931,088

貸倒引当金 △7,345 △8,052

流動資産合計 13,317,851 14,689,680

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,255,317 3,280,531

機械装置及び運搬具（純額） 3,387,798 2,900,399

土地 2,422,449 2,056,322

その他（純額） 527,738 533,914

有形固定資産合計 9,593,304 8,771,167

無形固定資産

のれん 50,122 55,691

その他 44,499 31,066

無形固定資産合計 94,622 86,757

投資その他の資産

その他 1,192,290 1,167,239

貸倒引当金 △23,412 △24,548

投資その他の資産合計 1,168,878 1,142,691

固定資産合計 10,856,804 10,000,616

資産合計 24,174,656 24,690,297

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 6,232,929 6,529,686

短期借入金 1,201,082 1,327,919

未払法人税等 112,394 112,861

賞与引当金 156,299 278,598

役員賞与引当金 － 22,500

その他 1,687,052 1,236,988

流動負債合計 9,389,758 9,508,554

固定負債

長期借入金 1,773,583 1,881,648

退職給付引当金 905,728 875,882

役員退職慰労引当金 145,963 142,108

負ののれん 75,045 －

その他 21,443 21,607

固定負債合計 2,921,764 2,921,246

負債合計 12,311,522 12,429,800
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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)

純資産の部

株主資本

資本金 1,800,000 1,800,000

資本剰余金 1,777,138 1,777,138

利益剰余金 7,590,474 7,630,658

自己株式 △76,528 △76,453

株主資本合計 11,091,084 11,131,343

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 86,481 66,628

為替換算調整勘定 △14,044 323,744

評価・換算差額等合計 72,437 390,372

少数株主持分 699,610 738,781

純資産合計 11,863,133 12,260,497

負債純資産合計 24,174,656 24,690,297
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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 8,840,676

売上原価 7,645,424

売上総利益 1,195,251

販売費及び一般管理費 978,862

営業利益 216,388

営業外収益

受取利息 7,486

受取配当金 860

受取賃貸料 7,846

廃材売却益 8,786

その他 13,067

営業外収益合計 38,047

営業外費用

支払利息 16,587

為替差損 56,431

その他 2,138

営業外費用合計 75,157

経常利益 179,279

特別利益

固定資産売却益 1,511

賞与引当金戻入額 40,532

補助金収入 30,000

その他 2,795

特別利益合計 74,839

特別損失

固定資産売却損 352

固定資産除却損 566

投資有価証券評価損 5,568

特別損失合計 6,487

税金等調整前四半期純利益 247,631

法人税、住民税及び事業税 114,844

法人税等調整額 △52,719

少数株主利益 4,290

四半期純利益 181,214
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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 247,631

減価償却費 300,806

のれん償却額 5,569

退職給付引当金の増減額（△は減少） 21,402

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,855

賞与引当金の増減額（△は減少） 108,581

貸倒引当金の増減額（△は減少） △200

受取利息及び受取配当金 △8,346

補助金収入 △30,000

支払利息 16,587

為替差損益（△は益） 62,315

有形固定資産除却損 550

有形固定資産売却損益（△は益） △1,164

投資有価証券評価損益（△は益） 5,568

売上債権の増減額（△は増加） 407,866

仕入債務の増減額（△は減少） △318,639

その他 △45,097

小計 777,285

利息及び配当金の受取額 5,002

補助金の受取額 30,000

利息の支払額 △10,923

法人税等の支払額 △109,078

営業活動によるキャッシュ・フロー 692,285

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出 △513,077

有形及び無形固定資産の売却による収入 2,506

投資有価証券の取得による支出 △1,024

事業譲受による支出 △398,600

敷金及び保証金の差入による支出 △12,529

敷金及び保証金の回収による収入 761

投資活動によるキャッシュ・フロー △921,963

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出 △100,000

長期借入金の返済による支出 △128,669

自己株式の取得による支出 △75

配当金の支払額 △196,327

財務活動によるキャッシュ・フロー △425,072

現金及び現金同等物に係る換算差額 △179,916

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △834,666

現金及び現金同等物の期首残高 3,584,900

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,750,234
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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(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

射出製品関連
(千円)

押出製品関連
(千円)

計
(千円)

消去又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高

　(1) 外部顧客に
　 対する売上高

7,228,318 1,612,358 8,840,676 ― 8,840,676

　(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

62,828 974 63,802 (63,802) ―

計 7,291,146 1,613,332 8,904,479 (63,802) 8,840,676

営業利益 324,326 146,754 471,081 (254,604) 216,388

(注) １．事業区分については、製品の製造方法に基づいております。

２．各事業区分の主な製品

(1)射出製品関連・・・ルームエアコンパネル・エアコンパーツ、冷蔵庫パーツ、エレクトーン外装品、複写機

　  パーツ・レーザープリンター外装品・ＦＡＸカバー・通信機器パーツ・ＰＯＳシステム

                     外装品、人工腎臓外筒・人工心肺外筒・医療用ディスポーザルパーツ、導光板、小型メ

                     モリーカード、ビデオカメラ用パーツ、コンピューター関連機器用パーツ、精密ギヤ、

                     自動車内外装パーツ

(2)押出製品関連・・・システムキッチン関連製品、システムバス関連製品、樹脂サッシ窓枠、介護用ベッド関

　  連製品、浄化槽関連製品、棚板、配線ダクト、ローラー付引出し、自動車内外装パーツ

３．会計方針の変更

（重要な資産の評価基準及び評価方法の変更）

当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から、「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）を適用しております。この変更による影響は軽微であります。

（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）

当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から、「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、連結決算上必要な

修正を行っております。この変更による影響は軽微であります。
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南部化成㈱(7880)平成21年３月期 第１四半期決算短信

ｂ.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)

東南アジア
(千円)

計
(千円)

消去又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高

　(1) 外部顧客に
　 対する売上高

4,815,425 4,025,251 8,840,676 ― 8,840,676

　(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

373,701 164,663 538,364 (538,364) ―

計 5,189,126 4,189,914 9,379,041 (538,364) 8,840,676

営業利益 381,804 67,572 449,376 (232,889) 216,388

(注) １．地域は、地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

東南アジア・・・香港、中華人民共和国、フィリピン

３．会計方針の変更

（重要な資産の評価基準及び評価方法の変更）

当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から、「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）を適用しております。この変更による影響は軽微であります。

（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）

当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から、「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、連結決算上必要な

修正を行っております。この変更による影響は軽微であります。

ｃ.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)

東南アジア 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 4,025,251 4,025,251

Ⅱ 連結売上高(千円) ― 8,840,676

Ⅲ 連結売上高に占める
　 海外売上高の割合(％)

45.53 45.53

(注) １．地域は地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

東南アジア・・・香港、中華人民共和国、フィリピン

３．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。

(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。
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「参考」

前四半期にかかる財務諸表等

（要約）四半期連結財務諸表

前年同期比
(平成20年３月期

第１四半期)

区分 金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 8,041,589 100.0

Ⅱ 売上原価 6,590,415 82.0

　 売上総利益 1,451,174 18.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 811,425 10.0

　 営業利益 639,749 8.0

Ⅳ 営業外収益 23,487 0.3

Ⅴ 営業外費用 16,015 0.3

　 経常利益 647,221 8.0

Ⅵ 特別利益 1,641 0.1

Ⅶ 特別損失 52 0.0

　 税金等調整前四半期純利益 648,810 8.1

　 税金費用 239,042 3.0

　 少数株主利益 26,803 0.3

　 四半期純利益 382,964 4.8
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