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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 1,039 ― 42 ― 277 ― 134 ―
20年3月期第1四半期 1,013 0.1 73 △13.9 151 368.2 83 28.3

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 5,038.30 ―
20年3月期第1四半期 3,060.28 ―

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 5,562 3,802 68.0 142,357.41
20年3月期 5,705 3,845 65.8 140,871.76

（参考） 自己資本  21年3月期第1四半期  3,782百万円 20年3月期  3,753百万円

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 ― ― ― 2,500.00 2,500.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 2,500.00 2,500.00

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 1,938 ― 127 ― 127 ― 70 ― 2,627.13
通期 3,930 4.4 292 189.0 292 ― 161 ― 6,042.41

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）  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。  

(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．業績予想については、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した見通しであり、実際の業績は、今後さまざまな要因によって予想数値と異なる場合がありま
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。  

新規 1 社 （社名 ランドウォーカー株式会社 ） 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 27,200株 20年3月期 27,200株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期 633株 20年3月期 555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 26,632株 20年3月期第1四半期 27,200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経済は、米国サブプライムローン問題の影響に加え、原油、原材料

　価格の高騰が企業収益や個人消費を圧迫し、景気の先行きに対する不透明感が拡大してまいりました。

　　当業界におきましては、原油・素材価格が高値のまま推移するなど、依然として厳しい経営環境が続きました。

　介護保険サービス市場において、介護保険法による福祉用具の貸与件数は、平成20年４月審査分で429,200件

　（厚生労働省「介護給付費調査実態月報」）、前年同月比101.7％と安定した推移を示しております。また、障害

　者用車いす市場においては、平成18年４月から施行された障害者自立支援法による応益者の１割負担の影響により

　落ち込んでいた車いす等補装具の交付についても回復基調にあります。

　　こうした事業環境の中、当社グループは、主力製品の拡販、新製品発売及び新規のＯＥＭ製品を４種類発売し、

　業容の拡大と収益の確保を図ってまいりました。

　　しかし、当社グループの生産拠点である中国においては、原材料価格の高止まり及び労務費の上昇等、コスト面

　では依然として厳しい状況であります。

　　なお、前連結会計年度末に時価評価による評価損を計上した長期為替予約については、当第１四半期連結会計期

　間末の時価の洗い替えにより215百万円の評価益が発生いたしました。

　　以上の結果、当第１四半期連結会計期間の売上高1,039百万円、営業利益42百万円、経常利益277百万円、四半期

　純利益134百万円となりました。

　　所在地別セグメントの業績は、日本では、売上高1,033百万円、営業利益124百万円、中国では、売上高257百万

　円、営業損失45百万円となりました。

　

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１四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ 142 万円減少し、5,562 百万円  

 （前期末比2.5％減）となりました。これは、主として有形固定資産の減少及び投資有価証券の減少によるもので

　あります。

    負債合計は、前連結会計年度末に比べ99百万円減少し、1,760百万円（前期末比5.3 ％減）となりました。こ

　れは主に、未払法人税等の増加があったものの、デリバティブ債務の減少が198百万円減少したことによるもので

  あります。

　  純資産合計は、前連結会計年度末に比べ43百万円減少し、3,802百万円（前期末比1.1 ％減）となりました。こ

  れは主に、少数株主持分及び為替換算調整勘定の減少によるものであります。

　  以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ2.2ポイント増加し、68.0％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等価物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に

　　　比べ137百万円減少し、978百万円となりました。

　　　　当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

 　　　（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の結果使用した資金は、15百万円（前年同期は62百万円の使用）と

　　　なりました。これは主に税金等調整前四半期純利益277百万円の計上と、減価償却費23百万円等による増加があり

　　　ましたが、デリバティブ評価益215百万円及びたな卸資産の増加による支出114百万円等があ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の結果使用した資金は、62百万円（前年同期は14百万円の使用）と

　　　なりました。これは主に関係会社出資金の取得による支出35百万円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の結果使用した資金は、118百万円（前年同期は94百万円の使用）

　　　となりました。これは主に長期借入金の返済による支出47百万円及び配当金の支払額60百万円の減少によるもので

　　　あります。
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３．連結業績予想に関する定性的情報

　　当社グループを取り巻く環境は、依然として厳しい状況が続いておりますが、当連結会計期間の業績は、おおむ

　ね当初の予想通り推移すると見込んでおり、平成20年５月23日に開示いたしました平成21年３月期の連結業績予想

　（第２四半期連結累計期間及び通期）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）

　当第１四半期連結会計期間より、ランドウォーカー株式会社は重要性が増したため、連結の範囲に含めており

ます。

 

（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　

　　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。

２．四半期連結財務諸表の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．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4,439千円減少しておりま

　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。

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、連結決算上必要な修正を行っております。

　　なお、これによる損益へ与える影響はありません。
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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 1,025,765 1,142,060

受取手形及び売掛金 770,310 779,620

有価証券 10,126 10,117

商品 7,701 7,743

製品 375,719 307,521

原材料 407,533 394,011

仕掛品 194,720 173,849

繰延税金資産 45,662 73,372

デリバティブ債権 21,292 5,140

その他 204,255 186,790

貸倒引当金 △1,708 △1,424

流動資産合計 3,061,379 3,078,802

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ＊  903,618 ＊  938,703

機械装置及び運搬具（純額） ＊  208,674 ＊  231,218

土地 1,028,166 1,028,166

建設仮勘定 7,893 8,663

その他（純額） ＊  30,783 ＊  35,203

有形固定資産合計 2,179,137 2,241,954

無形固定資産   

のれん 92,652 58,560

その他 63,180 69,683

無形固定資産合計 155,832 128,244

投資その他の資産   

投資有価証券 41,133 128,881

繰延税金資産 13,909 14,837

デリバティブ債権 990 －

その他 114,755 116,976

貸倒引当金 △4,591 △4,591

投資その他の資産合計 166,197 256,102

固定資産合計 2,501,167 2,626,301

資産合計 5,562,547 5,705,103
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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 170,359 193,682

短期借入金 679,500 666,000

1年内返済予定の長期借入金 96,692 100,922

未払法人税等 122,729 8,735

賞与引当金 70,482 48,583

デリバティブ債務 23,882 92,826

その他 136,245 131,612

流動負債合計 1,299,890 1,242,362

固定負債   

長期借入金 279,803 349,716

退職給付引当金 29,428 30,020

負ののれん 43,745 －

デリバティブ債務 47,610 177,505

長期未払金 59,636 59,636

固定負債合計 460,224 616,878

負債合計 1,760,115 1,859,241

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,484,550 1,484,550

資本剰余金 1,516,900 1,516,900

利益剰余金 845,790 778,222

自己株式 △68,058 △60,427

株主資本合計 3,779,181 3,719,245

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △223 △1,237

為替換算調整勘定 3,050 35,519

評価・換算差額等合計 2,827 34,282

少数株主持分 20,422 92,334

純資産合計 3,802,431 3,845,862

負債純資産合計 5,562,547 5,705,103
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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 1,039,221

売上原価 659,076

売上総利益 380,145

販売費及び一般管理費 ＊  337,700

営業利益 42,444

営業外収益  

受取利息 107

受取配当金 225

受取家賃 910

為替差益 20,408

デリバティブ評価益 215,980

その他 4,328

営業外収益合計 241,959

営業外費用  

支払利息 3,669

その他 3,334

営業外費用合計 7,004

経常利益 277,399

税金等調整前四半期純利益 277,399

法人税、住民税及び事業税 115,241

法人税等調整額 27,949

法人税等合計 143,191

少数株主利益 28

四半期純利益 134,179
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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 277,399

減価償却費 23,211

のれん償却額 8,090

負ののれん償却額 △2,302

貸倒引当金の増減額（△は減少） 283

賞与引当金の増減額（△は減少） 21,899

退職給付引当金の増減額（△は減少） △591

受取利息及び受取配当金 △332

支払利息 3,669

為替差損益（△は益） △2,517

デリバティブ評価損益（△は益） △215,980

売上債権の増減額（△は増加） 22,712

たな卸資産の増減額（△は増加） △114,791

仕入債務の増減額（△は減少） △12,520

その他 △11,134

小計 △2,904

利息及び配当金の受取額 332

利息の支払額 △8,155

法人税等の支払額 △4,538

営業活動によるキャッシュ・フロー △15,265

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △75,132

定期預金の払戻による収入 53,570

有形固定資産の取得による支出 △4,497

投資有価証券の取得による支出 △149

関係会社出資金の取得による支出 △35,889

投資活動によるキャッシュ・フロー △62,098

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） △3,000

長期借入金の返済による支出 △47,628

自己株式の取得による支出 △7,631

配当金の支払額 △60,588

財務活動によるキャッシュ・フロー △118,847

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,211

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △198,422

現金及び現金同等物の期首残高 1,116,783

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

60,576

現金及び現金同等物の四半期末残高 ＊  978,937
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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（平成21年３月期第１四半期）

　当企業グループの主たる事業は、車いす製造、販売であり、製品の種類、性格、販売市場等の類似性から

判断して、事業の種類別セグメント情報を記載しておりません。

ｂ．所在地別セグメント情報

　当第１四半期（平成21年３月期第１四半期）

日本
（千円）

中国
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高 1,033,180 257,726 1,290,906 　（251,684） 1,039,221

営業費用 908,587 303,059 1,211,647 　（214,870） 996,777

営業利益 124,592 △45,333 79,259 　（36,814） 42,444

　　　　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

　　　　　　　２．会計処理の方法の変更　

　　　　　　　　　（棚卸資産の評価に関する会計基準）　

                  【定性的情報・財務諸表等】４．その他（３）の２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4,439千円減少し

                 ております。

ｃ．海外売上高

　当第１四半期（平成21年３月期第１四半期）

　海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。

 

（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。

－ 1 －



「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（百万円）

Ⅰ　売上高 1,013,757

Ⅱ　売上原価 613,883

売上総利益 399,873

Ⅲ　販売費及び一般管理費 326,486

１．運賃 40,505

２．報酬・給料及び諸手当 112,156

３．賞与引当金繰入額 19,188

４．退職給付引当金繰入額 2,435

５．貸倒引当金繰入額 8

６．その他 152,190

営業利益 73,387

Ⅳ　営業外収益 81,853

１．受取利息　 68

２．受取配当金　 246

３．受取家賃　 2,347

４．為替差益　 29,102

５．デリバティブ評価益 49,567

６．その他　 521

Ⅴ　営業外費用 3,849

１．支払利息 3,222

２．その他　 626

経常利益 151,391

Ⅵ　特別利益 42

１．貸倒引当金戻入益　 42

税金等調整前四半期純利益 151,433

税金費用 67,845

少数株主利益 348

四半期純利益 83,239

－ 2 －



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

１．税金等調整前四半期純利益 151,433

２．減価償却費　 22,103

３．のれん償却額　 6,537

４．貸倒引当金の増減額（△減少）　 △33

５．賞与引当金の増減額（△減少）　 25,944

６．退職給付引当金の増減額（△減少） 2,993

７．受取利息及び受取配当金　 △314

８．支払利息 3,222

９．為替差損益（△差益） △4,250

10．売上債権の増減額（△増加） △77,372

11．たな卸資産の増減額（△増加） △146,202

12．仕入債務の増減額（△減少）　 101,307

13．その他　 △81,658

小計 3,712

14．利息及び配当金の受取額　　 314

15．利息の支払額　 △5,987

16．法人税等の支払額 △60,339

営業活動によるキャッシュ・フロー △62,298

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

１．定期預金の預入による支出　 △96,816

２．定期預金の解約による収入 110,856

３．有形固定資産の取得による支出　 △21,622

４．無形固定資産の取得による支出　　 △6,343

５．投資有価証券の取得による支出　 △150

投資活動によるキャッシュ・フロー △14,076

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

１．短期借入金の増減額（△減少）　 △3,000

２．長期借入金の返済による支出　 △29,193

３．配当金の支払額　 △62,209

財務活動によるキャッシュ・フロー △94,402

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 2,377

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（△減少） △168,400

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 1,800,736

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 1,632,336

－ 3 －



（３）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前年同四半期（平成20年３月期第１四半期）

　当企業グループの主たる事業は、車いす製造、販売であり、製品の種類、性格、販売市場等の類似性から判

断して、事業の種類別セグメント情報を記載しておりません。 

ｂ．所在地別セグメント情報

前年同四半期（平成20年３月期第１四半期）

　全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の合計額に占める「日本」の割合がいずれも90％を超

えているため、記載を省略しております。

ｃ．海外売上高

前年同四半期（平成20年３月期第１四半期）

　海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。

－ 4 －
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