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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 5,620 ― △151 ― △110 ― △104 ―

20年3月期第1四半期 5,156 1.0 70 △69.0 195 △31.2 156 96.1

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 △6.77 ―

20年3月期第1四半期 10.17 ―

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 21,291 13,364 60.8 840.60
20年3月期 20,885 13,655 63.3 859.43

（参考） 自己資本  21年3月期第1四半期  12,938百万円 20年3月期  13,238百万円

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 ― 4.00 ― 4.00 8.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 4.00 ― 4.00 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  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 11,700 ― △260 ― △20 ― 0 ― ―

通期 25,100 11.7 △40 ― 400 △56.6 300 △51.2 19.49

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  

（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) 平成20年５月16日に公表いたしました業績予想に変更はありません。上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものでありま
す。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 
(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。  

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 15,400,000株 20年3月期 15,400,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期 7,969株 20年3月期 7,450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 15,392,392株 20年3月期第1四半期 15,398,133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１四半期におけるわが国経済は、米国サブプライム問題による金融不安や原油・原材料の高騰により、

景気は先行き不透明な状況で推移いたしました。

　当社グループの主要取引先である自動車産業は、引き続き好調に推移いたしました。

　この様な状況の中で、当社グループにおきましては、主原材料及びエネルギー費等の高騰に対する販売価

格の見直しを進め、当第1四半期の当社グループの売上高は、56億20百万円となりました。しかしながら、利

益におきましては、販売価格の見直しに加え、原価低減に努めてまいりましたが、原材料等の高騰の影響を

吸収できず、経常損失は１億10百万円、四半期純損失は１億４百万円となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

当第１四半期末における総資産は212億91百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億５百万円増加いたし

ました。これは主に有価証券の増加１億22百万円、繰延税金資産の増加１億10百万円などによるものであり

ます。

　負債の部は、前連結会計年度末に比べ６億96百万円増加しております。これは主に支払手形及び買掛金の

増加３億92百万円、未払費用の増加３億83百万円などによるものであります。

　純資産の部は、前連結会計年度末に比べ2億90百万円減少しております。これは主に利益剰余金の減少１億

65百万円などによるものであります。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

平成20年５月16日に公表いたしました業績予想に変更はありません。
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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 「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)を当第1四半期連結会計期間から適用しております。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、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失が

101,625千円それぞれ増加しております。

　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

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」を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。

　これにより、損益に与える影響はありません。

④ 第１四半期連結会計期間から、「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開始前のファイナンス・リース取引については、期首に前連結

会計年度末における未経過リース料残高を取得価額として取得したものとして、リース資産に計上する

方法によっております。

　この結果、従来の方法によった場合に比べて、リース資産が有形固定資産に71,520千円、無形固定資

産に7,369千円計上されており、損益に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 853,916 872,186

受取手形及び売掛金 4,720,547 4,710,001

有価証券 1,375,891 1,253,446

商品及び製品 393,492 427,371

仕掛品 587,064 542,791

原材料及び貯蔵品 392,629 367,086

その他 478,987 325,216

貸倒引当金 △2,217 △3,780

流動資産合計 8,800,310 8,494,322

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,473,673 1,585,670

機械装置及び運搬具（純額） 5,628,901 5,787,311

工具、器具及び備品（純額） 676,434 704,209

その他 1,581,206 1,327,733

有形固定資産合計 9,360,216 9,404,924

無形固定資産

のれん 5,678 6,195

その他 27,664 30,821

無形固定資産合計 33,342 37,016

投資その他の資産 3,110,076 2,961,800

貸倒引当金 △12,800 △12,800

固定資産合計 12,490,836 12,390,941

資産合計 21,291,147 20,885,263
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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 4,418,964 4,026,313

短期借入金 70,650 76,900

1年内返済予定の長期借入金 307,718 307,318

未払法人税等 60,035 64,437

賞与引当金 77,401 256,179

その他 1,512,886 1,043,784

流動負債合計 6,447,657 5,774,933

固定負債

長期借入金 781,166 834,813

退職給付引当金 51,831 50,433

役員退職慰労引当金 130,213 147,374

負ののれん 12,211 15,315

その他 503,348 406,782

固定負債合計 1,478,771 1,454,719

負債合計 7,926,428 7,229,652

純資産の部

株主資本

資本金 1,036,000 1,036,000

資本剰余金 574,606 574,652

利益剰余金 10,659,816 10,825,523

自己株式 △3,614 △3,454

株主資本合計 12,266,808 12,432,721

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 576,540 519,673

為替換算調整勘定 95,171 276,456

評価・換算差額等合計 671,712 796,129

少数株主持分 426,197 426,759

純資産合計 13,364,718 13,655,610

負債純資産合計 21,291,147 20,885,263
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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 5,620,524

売上原価 5,346,005

売上総利益 274,518

販売費及び一般管理費 ※ 425,588

営業損失（△） △151,069

営業外収益

受取利息 11,979

受取配当金 17,345

持分法による投資利益 38,684

その他 22,124

営業外収益合計 90,133

営業外費用

支払利息 3,923

為替差損 43,099

その他 2,251

営業外費用合計 49,275

経常損失（△） △110,212

特別利益

貸倒引当金戻入額 1,562

特別利益合計 1,562

特別損失

固定資産売却損 17,568

固定資産除却損 16,159

その他 2,200

特別損失合計 35,927

税金等調整前四半期純損失（△） △144,577

法人税、住民税及び事業税 56,217

法人税等調整額 △93,480

法人税等合計 △37,263

少数株主利益 3,177

四半期純損失（△） △104,136
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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) 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)

自動車及び
車両部品関連
事業(千円)

金属椅子及び
椅子部品関連
事業(千円)

産業機械部品
関連事業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高 4,547,110 162,722 910,691 5,620,524 ― 5,620,524

営業利益(又は営業損失) 10,832 △16,375 2,980 △2,562 (148,507) △151,069

(注) １ 事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品の名称

事業区分 主要製品名

自動車及び車両部品関連事業 各種ブラケット類、アクスルハブ等

金属椅子及び椅子部品関連事業 オフィス向け各種椅子、施設向け各種椅子等

産業機械部品関連事業 産業機械用部品、油圧機器用部品等

２ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(148,507千円)の主なものは、当社の総務部に係

る費用であります。

３ 会計方針の変更

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。この変更に伴い、営業費用は「自動車及び車両

部品関連事業」で79,630千円、「産業機械部品関連事業」で21,327千円増加し、営業利益が同額減少しておりま

す。また、「金属椅子及び椅子部品関連事業」で666千円増加し、営業損失が同額増加しております。

【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)

全セグメントの売上高の合計額に占める「日本」の割合が90％を超えているため、記載を省略してお

ります。

【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)

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。

(5) 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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「参考資料」

前第１四半期にかかる財務諸表等

(1) (要約)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 金額(千円)

Ⅰ売上高 5,156,493

Ⅱ売上原価 4,649,562

　 売上総利益 506,930

Ⅲ販売費及び一般管理費 436,070

　 営業利益 70,860

Ⅳ営業外収益 128,222

　 受取利息及び配当金 18,754

　 その他 109,467

Ⅴ営業外費用 3,362

　  支払利息 2,677

   その他 685

　 経常利益 195,720

Ⅵ特別損失 12,832

　 税金等調整前四半期純利益 182,888

　 税金費用 28,620

　 少数株主利益 △ 2,386

　 四半期純利益 156,654
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(2) 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)

自動車及び
車両部品関連
事業(千円)

金属椅子及び
椅子部品関連
事業(千円)

その他の
事業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高 4,356,029 234,284 566,179 5,156,493 ― 5,156,493

営業費用 4,163,743 240,014 492,272 4,896,029 189,602 5,085,632

営業利益(又は営業損失) 192,286 △5,730 73,907 260,463 (189,602) 70,860

(注) １ 事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品の名称

事業区分 主要製品名

自動車及び車両部品関連事業 各種ブラケット類、アクスルハブ等

金属椅子及び椅子部品関連事業 オフィス向け各種椅子、施設向け各種椅子等

その他の事業 産業機械用部品、油圧機器用部品等

２ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、当社の総務部に係る費用であり

ます。
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