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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 87,362 ― 2,865 ― 815 ― △180 ―

20年3月期第1四半期 90,413 19.9 2,889 △4.4 2,208 △10.8 40 △92.6

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 △2.65 ―

20年3月期第1四半期 0.59 0.59

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 300,170 72,745 14.5 638.56
20年3月期 340,426 85,786 14.5 724.02

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  43,469百万円 20年3月期  49,287百万円

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
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― ― 0.00

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 175,000 △5.4 4,000 16.5 3,000 14.9 600 ― 8.81
通期 350,000 △8.7 8,000 17.8 6,500 148.7 1,400 ― 20.55

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） 

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. 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。実際の業績等は、業況の変化等に 
  より、上記予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は３ページ【定性的情報・財務諸表等】 「３．連結業績予想に関する定性的情報」 をご覧 
  ください。 
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 ― 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  68,101,592株 20年3月期  68,101,592株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  26,550株 20年3月期  26,502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  68,075,083株 20年3月期第1四半期  68,094,398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、サブプライム問題に端を発する世界経済の減速懸念、原油・素材価格の高騰、

急激な円高の進行等により、先行きは不透明感が強まる状況となりました。海外におきましては、米国では、サブプ

ライム問題により住宅市場調整が続くなか、雇用悪化・ガソリン価格高騰がさらなる消費下押し圧力となり、停滞が

持続しております。また欧州においてはドイツを中心に中東・ロシア向け輸出は堅調でありますが、インフレ等の影

響により、消費の減速傾向が明確化しております。中国では、輸出が減速する一方、固定資産投資は高水準で推移し

て成長を下支えし、東南アジアも概ね堅調に推移しました。

　また当社を取巻く世界的な経済環境としましては、プラスチック材料や鋼材など原材料価格の高止まりやアジア地

域における人件費上昇等が引き続き懸念材料となっております。

　このような状況のもと、当社は、国内外グループ企業の組織・技術・人的資源の再編を図り、業務の効率化、合理

化ならびに管理体制の一層の強化を行っており、事業ポートフォリオの再構築とコア品目への経営資源の集中化の一

環として、前連結会計年度末に携帯電話機の外装ケース等の各種プラスチックの射出成形・塗装・組立に高い加工技

術力をもつ株式会社三洋化成製作所を、当第１四半期末に最先端の3D技術を活用した新製品の設計開発から完成品の

組立までを行っているムネカタ株式会社を、連結子会社から持分法適用関連会社としました。

　これらの結果、当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高が87,362百万円、営業利益は2,865百万円、経常利益は

急激な円高による為替差損等により815百万円にとどまりました。また、特別損益において関係会社株式売却益等1,358

百万円を特別利益として計上する一方で、たな卸資産評価損等の特別損失401百万円を計上した結果、税金等調整前四

半期純利益は1,772百万円となり、税金費用1,272百万円及び少数株主利益680百万円を控除後の最終損益は、四半期純

損失180百万円となりました。

　所在地別セグメントにつきましては次のとおりです。

（１）国内

　国内におきましては、薄型テレビをはじめとするデジタル家電の製品開発需要が引き続き順調でありましたが、輸

送機器関連金型分野については、特に自動車関連市場の新製品開発が一巡したということもあり受注が減少しました。

また携帯電話、ゲーム機器等についても製品開発の端境期となり需要が停滞しました。その結果、国内での売上高は

33,935百万円、営業利益は1,670百万円となりました。

（２）北米

　北米地域におきましては、米国のサブプライムローン問題を契機にした景気低迷による自動車販売不振に加え、原

油価格の高騰の影響もあり、米国自動車ビッグ３を主要顧客とするカナダ子会社の業績が不振でしたが、薄型テレビ

を中心とするデジタル家電の需要が好調に推移しました。その結果、北米地域での売上高は5,475百万円、営業利益は

323百万円となりました。

（３）欧州

　欧州地域におきましては、米国金融市場の混乱がドル安ユーロ高を招き、原油等の資源価格の高騰に繋がった結果、

欧州自動車大手を主要顧客とする輸送機器関連部門の業績に影響が出ましたが、不採算取引の減少に努めました。そ

の結果、欧州での売上高は10,266百万円、営業利益は8百万円となりました。

（４）アジア

　アジア地域におきましては、民生機器、輸送機器関連の製品開発需要がタイ、インドにおいて引き続き堅調に推移

しましたが、その他地域においては原材料、人件費や原油価格の高騰などのマイナス要因があり、総じて低調でした。

その結果、アジアでの売上高は37,684百万円、営業利益は1,003百万円となりました。

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、300,170百万円となり、前連結会計年度末に比べ40,255百万円減少いたしまし

た。

　流動資産は、前連結会計年度末に比べ16,825百万円減少し161,402百万円となりました。これは主に、売上債権が

8,129百万円、たな卸資産が8,105百万円それぞれ減少したことによるものであります。

　固定資産は、前連結会計年度末に比べ23,430百万円減少し138,768百万円となりました。これは主に、為替変動及び

除売却等により有形固定資産が20,832百万円減少したことによるものであります。

　負債は、前連結会計年度末に比べ27,215百万円減少し227,424百万円となりました。これは主に、仕入債務が8,435

百万円、借入金が9,122百万円それぞれ減少したことによるものであります。

　純資産は、前連結会計年度末に比べ13,040百万円減少し72,745百万円となりました。これは主に、為替変動による

為替換算調整勘定が6,048百万円、少数株主持分が7,224百万円それぞれ減少したこと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

　第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては、平成20年５月21日に発表いたしました業績予想に対

する進捗率からみて、経常利益が第２四半期連結累計期間及び通期に対して大きく出遅れておりますが、この主たる

要因は為替差損によるものであり、海外連結子会社（12月決算期）の第１四半期が１月から３月となっているため、

その間の円高影響を大きく受けたことによります。

　2008年４月以降円安に振れているため、現時点では業績予想の変更はありません。

　なお、上記予想は、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。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想と異なる場合があります。

 

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

　　該当事項はありません。

　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

　会計処理基準に関する事項の変更

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たな卸資産の評価基準の変更

　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として個別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、主として個別法による原価法（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法）により算定しております。

　これにより、営業利益及び経常利益は87百万円増加し、税金等調整前四半期純利益は206百万円減少しており

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リース取引に関する会計基準の適用

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

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議

会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平

成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになった

ことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理に

よっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法について

は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

　なお、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引につ

いては、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。

　この変更が総資産及び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。

　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151百万円増加しておりま

す。

  また、当該修正により当連結会計年度期首の利益剰余金が386百万円増加しております。

　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。
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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 39,419 42,517

受取手形及び売掛金 76,919 85,049

有価証券 2,116 1,747

商品及び製品 5,136 7,333

原材料及び貯蔵品 5,618 6,621

仕掛品 15,635 20,541

繰延税金資産 1,703 1,651

未収還付法人税等 1,897 2,062

その他 15,318 13,676

貸倒引当金 △2,362 △2,973

流動資産合計 161,402 178,227

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 57,817 68,903

減価償却累計額 △26,189 △30,107

建物及び構築物（純額） 31,627 38,795

機械装置及び運搬具 99,181 114,206

減価償却累計額 △72,540 △81,711

機械装置及び運搬具（純額） 26,640 32,494

工具、器具及び備品 31,842 37,772

減価償却累計額 △22,042 △25,548

工具、器具及び備品（純額） 9,800 12,223

土地 28,939 34,608

建設仮勘定 4,500 4,218

有形固定資産合計 101,509 122,341

無形固定資産   

のれん 13,281 14,290

その他 2,334 2,649

無形固定資産合計 15,615 16,940

投資その他の資産   

投資有価証券 11,750 10,718

長期貸付金 1,365 2,172

差入保証金 1,788 2,059

繰延税金資産 1,174 1,149

その他 6,005 7,265

貸倒引当金 △441 △448

投資その他の資産合計 21,642 22,916

固定資産合計 138,768 162,198

資産合計 300,170 340,426
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 45,354 53,790

短期借入金 65,576 68,033

1年内返済予定の長期借入金 18,313 20,573

未払金 6,330 10,373

リース債務 855 1,117

未払法人税等 2,317 2,695

未払消費税等 1,244 854

未払費用 6,500 6,925

繰延税金負債 1,019 1,161

賞与引当金 2,330 2,554

その他 10,923 12,709

流動負債合計 160,765 180,788

固定負債   

社債 1,488 2,194

長期借入金 50,366 54,771

リース債務 1,990 2,409

繰延税金負債 3,942 5,496

再評価に係る繰延税金負債 27 27

退職給付引当金 5,880 5,781

役員退職慰労引当金 502 653

その他 2,460 2,517

固定負債合計 66,658 73,851

負債合計 227,424 254,640

純資産の部   

株主資本   

資本金 30,755 30,755

資本剰余金 1,059 26,623

利益剰余金 10,381 △15,387

自己株式 △29 △29

株主資本合計 42,167 41,961

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 56 31

繰延ヘッジ損益 △2 △2

土地再評価差額金 △156 △156

為替換算調整勘定 1,404 7,453

評価・換算差額等合計 1,302 7,326

新株予約権 55 53

少数株主持分 29,220 36,444

純資産合計 72,745 85,786

負債純資産合計 300,170 340,426
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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 87,362

売上原価 73,423

売上総利益 13,938

販売費及び一般管理費 11,073

営業利益 2,865

営業外収益  

受取利息 193

デリバティブ評価益 397

その他 478

営業外収益合計 1,070

営業外費用  

支払利息 1,187

為替差損 1,212

シンジケートローン手数料 230

その他 490

営業外費用合計 3,119

経常利益 815

特別利益  

固定資産売却益 189

貸倒引当金戻入額 148

関係会社株式売却益 981

その他 38

特別利益合計 1,358

特別損失  

固定資産除売却損 78

たな卸資産評価損 293

その他 28

特別損失合計 401

税金等調整前四半期純利益 1,772

法人税、住民税及び事業税 1,735

法人税等調整額 △463

法人税等合計 1,272

少数株主利益 680

四半期純損失（△） △180
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（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) 

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 1,772

減価償却費 3,177

のれん償却額 340

退職給付引当金の増減額（△は減少） 221

貸倒引当金の増減額（△は減少） △51

賞与引当金の増減額（△は減少） △195

固定資産除売却損益（△は益） △110

受取利息及び受取配当金 △210

支払利息 1,187

売上債権の増減額（△は増加） △5,018

たな卸資産の増減額（△は増加） 4,021

仕入債務の増減額（△は減少） △1,333

その他の流動資産の増減額（△は増加） △2,083

その他の固定資産の増減額（△は増加） 655

その他の流動負債の増減額（△は減少） △976

その他の固定負債の増減額（△は減少） 15

その他 △4

小計 1,407

利息及び配当金の受取額 119

利息の支払額 △1,140

法人税等の支払額 △1,916

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,530

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 △1,337

定期預金の払戻による収入 914

関係会社株式の取得による支出 △258

有形固定資産の取得による支出 △5,962

有形固定資産の売却による収入 708

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

948

短期貸付金の増減額（△は増加） 31

長期貸付けによる支出 △20

長期貸付金の回収による収入 247

その他 △687

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,414
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（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) 

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） 8,491

長期借入れによる収入 3,658

長期借入金の返済による支出 △5,052

社債の償還による支出 △386

少数株主への配当金の支払額 △375

その他 △793

財務活動によるキャッシュ・フロー 5,542

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,462

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,865

現金及び現金同等物の期首残高 41,466

現金及び現金同等物の四半期末残高 38,600
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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

基づいて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

　当社グループは、企画、デザイン、設計から試作品、金型・成形品等の製造に至るまで、お客様の新製品開発

活動を一貫して支援することを主な事業内容としており、「デザイン・設計」、「モデル」、「金型・成形品」、

「その他」の個々の品目にとどまらず、これらの品目を総合的に提供することで独自の事業展開を図っておりま

す。事業の種類の区分は、製・商品、役務等の種類、性質、製造方法、販売市場等の類似性に基づき検討がなさ

れますが、当社グループは、新製品開発支援を目的としてお客様に各品目を総合的に提供する観点から各品目の

有機的な関連性を考慮し、事業の種類別セグメントを単一セグメントとしております。そのため、事業の種類別

セグメント情報は記載しておりません。

ｂ．所在地別セグメント情報

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

国内
（百万円）

北米
（百万円）

欧州
（百万円）

アジア
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上

高
33,935 5,475 10,266 37,684 87,362 － 87,362

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高
1,295 0 23 1,292 2,611 (2,611) －

計 35,230 5,475 10,290 38,977 89,974 (2,611) 87,362

営業利益 1,670 323 8 1,003 3,005 (140) 2,865

（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。

北米…………米国、メキシコ、カナダ、ブラジル

欧州…………英国、フランス、ハンガリー、ドイツ、ルーマニア、イタリア、オランダ、ポーランド、

　　　　　　チェコ

アジア………タイ、韓国、マレーシア、台湾、オーストラリア、中国、シンガポール、インドネシア、

　　　　　　ベトナム、フィリピン、インド

　　　３．「定性的情報・財務諸表等」の４．（３）②に記載のとおり、通常の販売目的で保有するたな卸資産につい

ては、従来、主として個別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

として個別法による原価法（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法）により算

定しております。

　これにより、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が国内で74百万円、北米で21百万円それぞれ

増加し、アジアでは９百万円減少しております。

　　　４．「定性的情報・財務諸表等」の４．（３）④に記載のとおり、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。

　これにより、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が北米で151百万円増加しております。
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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）

北米 欧州 アジア 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 6,550 11,236 37,732 55,518

Ⅱ　連結売上高（百万円） 87,362

Ⅲ　海外売上高の連結売上高に占

める割合（％）
7.5 12.9 43.2 63.6

（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。

北米…………米国、メキシコ、カナダ、ブラジル

欧州…………英国、フランス、ハンガリー、ドイツ、ルーマニア、イタリア、オランダ、ポーランド、

　　　　　　チェコ

アジア………タイ、韓国、マレーシア、台湾、オーストラリア、中国、シンガポール、インドネシア、　　

ベトナム、フィリピン、インド

３．海外売上高は、提出会社及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の合計額（ただし、連結

会社間の内部売上高は除く。）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

　当社は、欠損てん補のため平成20年６月27日の定時株主総会において、資本準備金を取り崩し、その他資本剰

余金に振り替えることを決議いたしました。また同日付けで、その他資本剰余金を利益剰余金に振り替えること

を決議した結果、当第１四半期連結会計期間においてその他資本剰余金が25,563百万円減少、利益剰余金が同額

増加しております。
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「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 90,413

Ⅱ　売上原価 76,955

売上総利益 13,457

Ⅲ　販売費及び一般管理費 10,568

営業利益 2,889

Ⅳ　営業外収益 1,157

Ⅴ　営業外費用 1,838

経常利益 2,208

Ⅵ　特別利益 106

Ⅶ　特別損失 316

税金等調整前四半期純利益 1,998

税金費用 1,153

少数株主利益 804

四半期純利益 40
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