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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） 

（注） 平成19年10月１日をもって普通株式１株を1.1株に分割しております。株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の平成20年３月期第１四半期の１株当たり 
    四半期純利益は、51円99銭であります。  

(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 10,129 ― 229 ― 226 ― 138 ―

20年3月期第1四半期 10,428 9.3 326 26.4 450 78.5 472 135.3

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 15.61 ―

20年3月期第1四半期 57.19 ―

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 19,828 9,994 49.5 1,105.01
20年3月期 20,939 10,699 50.3 1,183.94

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  9,821百万円 20年3月期  10,522百万円

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 ― 20.00 20.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 20.00 20.00

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 21,000 △1.6 580 △17.7 460 △47.0 235 △74.7 26.03
通期 43,000 △0.1 1,350 △8.5 1,200 △11.2 750 △32.8 83.08

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、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。]  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 平成19年10月１日をもって普通株式１株を1.1株に分割しております。株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の平成20年３月期第１四半期の期中平均株式
数は9,089,090株であります。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

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  9,127,338株 20年3月期  9,127,338株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  239,608株 20年3月期  239,598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  8,887,735株 20年3月期第1四半期  8,262,809株
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※ 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15日に公表いたしました連結業績予測は、第２四半期連結累計期間、通期とも本資料において修正しておりません。 
２．業績予測につきましては、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あります。 
  従いまして、実際の業績等は、この資料に記載されている予測とは大きく異なる場合がありますことをご承知おき下さい。 
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 平成19年３月14日）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 平成19年３月14日）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。  
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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、昨年からの米国サブプライムローン問題の影響による

株価の下落、原油や原材料の価格高騰、為替変動などの不安要素が重なり、先行きの懸念が高まる状況で推

移いたしました。一方、海外では中国を中心としたアジア地域では拡大を続けておりますが、米国では住宅

市場における調整の強まりや金融環境の大幅な悪化を受けて景気は引き続き停滞し、景気は緩やかに減速し

てきております。

このような状況の中、当社グループは、グループ会社との連携強化を図るとともに、事業の選択と集中を

行い、半導体関連市場並びに自動車関連市場への浸透を深め、収益性と安全性の確保並びに業績の向上に全

力を傾注してまいりました。

その結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は10,129百万円、営業利益は229百万円、経常利益は226百

万円、四半期純利益は138百万円となりました。

事業の種類別セグメントについては、産業資材関連事業の売上は国内においてＩＴ（情報関連）機器用の

プリント配線板素材、自動車関連向けの金属加工部品等の需要が好調に推移したものの、海外において情報

機器部品向けのフレキシブルプリント配線板加工の受注が激減したことにより、6,521百万円となりました。

プラスチック成形品関連事業の売上は現在戦略的に特化している特殊技術成形品を中心とした自動車関連部

品及び金型の受注が拡大したことにより、3,295百万円となりました。その他事業の売上はＲＦＩＤ関連商品

を中心に事業展開したことにより403百万円となりました。

所在地別セグメントについては、日本での売上は、ＩＴ（情報関連）機器部品、自動車関連部品が好調に

推移したことにより、7,887百万円となりました。東南アジア自動車関連部品の売上が好調に推移したものの

フレキシブルプリント配線板加工の受注が激減したことにより、2,482百万円となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末から1,111百万円減少し19,828百万円と

なりました。流動資産は受取手形及び売掛金が売掛金の回収等により減少したことから12,027百万円となり

ました。固定資産は有形固定資産が減価償却等により減少したことから7,800百万円となりました。流動負債

は支払手形及び買掛金が買掛金の支払等により減少したことから8,562百万円となりました。固定負債は長期

借入金が返済等により減少したことから1,270百万円となりました。純資産は為替換算調整勘定が為替変動等

により減少したことから9,994百万円となりました。また、自己資本比率は49.5%、１株当たりの純資産は

1,105円01銭となりました。キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フロー

744百万円、投資活動によるキャッシュ・フロー△177百万円、財務活動によるキャッシュ・フロー△245百万

円となり、現金及び現金同等物の当第１四半期連結会計期間末残高は、3,503百万円となりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

今後の当社グループを取り巻く経済環境は、更に厳しくなることが予想されます。

このような環境のもと、当社グループが注力している、自動車関連市場においては、安全走行、電子制御

系の自動車部品に特化、2008年以降の環境性能向上に対応した機能変革モデルへの取り組みを強化し、高度

な技術と信頼できる生産体制を国内外で構築してまいります。また、半導体関連市場においては、投資が集

中している先端半導体・液晶製造プロセスに対する最適装備部材の拡販を強化してまいります。

平成21年３月期の連結業績の見通しにつきましては、売上高43,000百万円、営業利益1,350百万円、経常利

益1,200百万円、当期純利益750百万円を見込んでおります。
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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

法人税等並びに繰延税金資産及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、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して

います。

繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、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場合に、前連結会計年度決算において使用した将来の

業績予想やタックス・プランニングを利用しています。

(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」等の適用

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 平成19年３月14

日)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 平成19年３

月14日)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

「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）を当第１四半期連

結会計期間から適用しております。商品・原材料の評価基準については移動平均法による原価法（収

益性の低下による簿価切下げの方法）（ただし一部の在外連結子会社は先入先出法による原価法を適

用）、製品・仕掛品の評価基準については総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方

法）（ただし一部の在外連結子会社は総平均法による低価法を適用）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、損益に与え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。この結果、従来の方法によった場合に比べて、損益に与える影響は軽微であります。

④ 「リース取引に関する会計基準」等の適用

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日以降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、通常の売買取引に係る会計処理に変更し、有形固定

資産に属する各科目に含めて計上しております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係

るリース資産に減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法

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、

期首に前連結会計年度末における未経過リース料残高又は未経過リース料期末残高相当額を取得価格

として取得したものとしてリース資産を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

った方法に比べて、損益に与える影響はありません。
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⑤ 在外子会社の収益及び費用の換算方法の変更

在外子会社の収益及び費用については、従来決算日の直物為替相場により換算しておりましたが、

当第１四半期連結会計期間より、期中平均相場により換算する方法に変更いたしました。この変更は、

在外子会社の重要性が増したことに加え、決算期毎に直物為替相場に著しい変動が生じた場合でも、

期間損益をより適切に反映するために行ったものであります。この結果、従来の方法によった場合に

比べて、損益に与え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】

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)

区分 金額(千円) 金額(千円)

資産の部

　流動資産

　 現金及び預金 3,638,828 3,489,656

　 受取手形及び売掛金 6,922,036 7,516,234

　 たな卸資産 881,286 853,135

　 繰延税金資産 371,217 420,438

　 未収入金 89,465 120,537

　 その他 127,189 113,334

　 貸倒引当金 △ 2,517 △ 2,853

　 流動資産合計 12,027,505 12,510,485

　固定資産

　 有形固定資産

　 建物及び構築物 4,631,799 5,185,878

　 減価償却累計額 △ 1,426,369 △ 1,561,296

　 機械装置及び運搬具 5,332,183 6,044,858

　 減価償却累計額 △ 3,962,397 △ 4,465,542

　 工具器具備品 1,569,943 1,541,848

　 減価償却累計額 △ 1,195,899 △ 1,154,480

　 土地 528,715 573,133

　 建設仮勘定 100,200 43,220

　 有形固定資産合計 5,578,176 6,207,619

　 無形固定資産 234,433 258,574

　 投資その他の資産

　 投資有価証券 750,982 689,975

　 繰延税金資産 91,998 125,117

　 その他 1,236,455 1,226,272

　 貸倒引当金 △ 91,536 △ 78,112

　 投資その他の資産合計 1,987,899 1,963,253

　 固定資産合計 7,800,510 8,429,447

　資産合計 19,828,015 20,939,932
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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)

区分 金額(千円) 金額(千円)

負債の部

　流動負債

　 支払手形及び買掛金 5,793,915 6,203,014

　 短期借入金 920,487 915,361

　 １年内返済長期借入金 430,220 486,670

　 １年内償還社債 30,000 30,000

　 未払法人税等 84,864 120,322

　 繰延税金負債 2,136 2,881

　 賞与引当金 104,689 182,466

　 その他 1,196,398 975,324

　 流動負債合計 8,562,711 8,916,041

　固定負債

　 社債 180,000 180,000

　 長期借入金 352,880 459,230

　 繰延税金負債 89,879 97,811

　 再評価に係る繰延税金負債 5,300 5,300

　 退職給付引当金 539,421 527,005

　 役員退職慰労引当金 31,770 31,770

　 環境対策引当金 15,300 15,300

　 その他 55,845 7,761

　 固定負債合計 1,270,397 1,324,179

　負債合計 9,833,109 10,240,221

純資産の部

　株主資本

　 資本金 3,137,754 3,137,754

　 資本剰余金 2,343,068 2,343,068

　 利益剰余金 4,839,799 4,878,824

　 自己株式 △ 155,002 △ 154,995

　 株主資本合計 10,165,618 10,204,650

　評価・換算差額等

　 その他有価証券評価差額金 178,865 141,907

　 土地再評価差額金 6,737 6,737

　 為替換算調整勘定 △ 530,221 169,274

　 評価・換算差額等合計 △ 344,617 317,920

　新株予約権 21,184 18,137

　少数株主持分 152,720 159,003

　純資産合計 9,994,906 10,699,711

負債純資産合計 19,828,015 20,939,932
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(2) 【四半期連結損益計算書】

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)

区分 金額(千円)

売上高 10,129,586

売上原価 8,820,977

売上総利益 1,308,608

販売費及び一般管理費 1,078,916

営業利益 229,692

営業外収益

　受取利息 8,642

　受取配当金 7,165

　仕入割引 12,615

　その他 23,610

　営業外収益合計 52,034

営業外費用

　支払利息 31,484

　為替差損 18,812

　その他 5,411

　営業外費用合計 55,709

経常利益 226,017

特別利益

　固定資産売却益 1,210

　新株予約権戻入益 74

　その他 54

　特別利益合計 1,339

特別損失

　固定資産除却損 261

　貸倒引当金繰入額 13,353

　その他 38

　特別損失合計 13,653

税金等調整前四半期純利益 213,704

法人税、住民税及び事業税 28,704

法人税等調整額 46,719

法人税等合計 75,424

少数株主利益 △ 449

四半期純利益 138,729
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

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)

区分 金額(千円)

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 213,704

　減価償却費 308,570

　貸倒引当金の増減額（減少：△） 13,173

　退職給付引当金の増減額（減少：△） 23,000

　受取利息及び受取配当金 △ 15,808

　支払利息 32,002

　為替差損益（益：△） 25,184

　有形固定資産処分損益（益：△） △ 949

　売上債権の増減額（増加：△） 368,406

　たな卸資産の増減額（増加：△） △ 69,035

　仕入債務の増減額（減少：△） △ 195,352

　その他流動資産の増減額（増加：△） △ 67,795

　その他流動負債の増減額（減少：△） 253,618

　その他 △ 74,522

　 小計 814,197

　利息及び配当金の受取額 15,808

　利息の支払額 △ 37,093

　法人税等の支払額 △ 48,851

　営業活動によるキャッシュ・フロー 744,060

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 △ 22,072

　有形固定資産の取得による支出 △ 261,016

　有形固定資産の売却による収入 121,053

　無形固定資産の取得による支出 △ 14,727

　投資有価証券の取得による支出 △ 298

　貸付けによる支出 △ 623

　貸付金の回収による収入 2,209

　その他投資の支払による支出 △ 2,426

　その他投資の回収による収入 619

　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 177,281

財務活動によるキャッシュ・フロー

　リース債務の返済による支出 △ 11,347

　長期借入金の返済による支出 △ 104,300

　配当金の支払額 △ 130,277

　自己株式の取得による支出 △ 6

　財務活動によるキャッシュ・フロー △ 245,931

現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 189,582

現金及び現金同等物の増減額（減少：△） 131,265

現金及び現金同等物の期首残高 3,372,101

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,503,367
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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 平成19年３月14日)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 平成19年３月14日)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

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

該当事項はありません。
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(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）

産業資材
関連事業

プラスチック

成形品関連事業
その他事業 計

消 去
又は全社

連 結

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

　売上高

 (1)外部顧客に対する売上高 6,439,378  3,289,416  400,791  10,129,586 ―  10,129,586 

 (2)セグメント間の内部売上高

    又は振替高
82,257  6,410  2,737  91,405  (91,405) ― 

計 6,521,636  3,295,826  403,529  10,220,992 (91,405) 10,129,586 

　 営業利益 61,348  157,838  17,108  236,295  (6,603) 229,692 

（注） １．事業区分は、売上集計区分によっております。

２．各事業の主要な製商品

(1) 産業資材関連事業：電子材料・部品、電子機器・システム、電子制御機器・システム、磁性材料

(2) プラスチック成形品関連事業：精密プラスチック成形部品、プラスチックマグネット、

　 アッセンブル機能ユニット、射出成形用精密金型

(3) その他事業：コンポジット材料、カーゴトラック機器、ＩＣカード

【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 東南アジア 計
消 去
又は全社

連 結

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

　売上高

 (1)外部顧客に対する売上高 7,674,769  2,454,817  10,129,586  ― 10,129,586 

 (2)セグメント間の内部売上高

   又は振替高
212,791  27,843  240,634  (240,634) ―

計 7,887,560  2,482,660  10,370,221  (240,634) 10,129,586 

　 営業利益 124,855  100,371  225,226  4,466 229,692 

（注） １．国又は地域区分は、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又は地域

東南アジア………… タイ・マレーシア・ベトナム・中華人民共和国・シンガポール・台湾

【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 その他の地域 計

Ⅰ．海外売上高（千円） 2,465,006  6,685  2,471,691 

Ⅱ．連結売上高（千円）      10,129,586

Ⅲ．海外売上高の連結売上高に占める割合（％）            24.3             0.1            24.4

（注） １．国又は地域区分は、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又は地域

 (1) 東南アジア・・・・・・タイ・マレーシア・フィリピン・インドネシア・ベトナム・

シンガポール・中華人民共和国・台湾・大韓民国

 (2) その他の地域・・・・・アメリカ

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。
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(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

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

該当事項はありません。

(7)重要な後発事象

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

1.株式会社京都映工社の株式取得による子会社化

当社グループは、平成20年７月８日付にて、株式会社京都映工社の全株式を取得し、連結子会社とい

たしました。

(1)株式取得の目的

株式会社京都映工社は製造子会社の株式会社エイコーカムを有し、半導体デバイスメーカー、電子

部品メーカーへ付加価値の高い製品を提供できること、金型製造に対応できる加工機と精密加工がで

きる技術者を有しており、当社グループにおける金型製作の内製化を更に推し進めることができる上、

金属加工部品の内製化を目的とするものであります。

(2)株式取得の相手先の名称

旧経営者（２名）他

(3)株式を取得した会社の事業内容、規模

名称 株式会社京都映工社

事業内容 各種カム設計製作・各種治工具設計製作

資本金             5百万円

従業員数                ５人（平成20年３月現在）

　  平成19年７月期

売上高               464百万円

営業利益                 △64百万円

経常利益                    8百万円

当期純利益                  8百万円

総資産                    687百万円

純資産                    304百万円

名称   株式会社エイコーカム（株式会社京都映工社の子会社）

事業内容   カム及びカム周辺機器の設計・製作

資本金     10百万円

従業員数     23人（平成20年３月現在）

　 平成19年10月期

売上高                399百万円

営業利益                    38百万円

経常利益                    37百万円

当期純利益                  25百万円

総資産                     378百万円

純資産                     255百万円

決算短信 2008年08月12日 15時20分 05927xe01_in 10ページ （Tess 1.10 20080626_01）

12



日邦産業㈱(9913)平成21年３月期 第１四半期決算短信

(4)取得した株式の数、取得価額及び取得前後の持分比率

取得した株式の数 5,000株

取得価額 791百万円

取得後の持分比率 100.0％

(5)支払資金の調達及び支払方法

全額借入金

  

2.株式会社岸田製作所の株式取得による子会社化

当社グループは、平成20年７月11日開催の取締役会において、株式会社岸田製作所の全株式を取得し

子会社化することを決議するとともに、株式譲渡契約を締結いたしました。

(1)株式取得の目的

株式会社岸田製作所は製作販売の子会社、株式会社沖縄岸田製作所及びGlobal Metal Tech

Corp.を有し、金属加工技術者の集団として各種機械部品の製造・販売を行ってきました。近年におい

ては、半導体業界向け精密研磨用治具を開発し、半導体関連素材の研磨用各種キャリアの製造・販売

の主要事業を行っています。特に半導体業界においては今後の業界動向も良好であり、株式会社岸田

製作所グループの技術力と当社グループの持つ樹脂成形技術などと融合させて、新製品開発力を高め

て製品ラインアップ強化を図ることも可能となり、当社グループとのシナジー効果が期待できること

が明らかであるため、子会社化することを決定いたしました。

(2)株式取得の相手先の名称

岸田信一 （株式会社岸田製作所代表取締役社長） 215株 (71.67%)

岸田隆一 40株 (13.33%)

岸田きょう （株式会社岸田製作所取締役） 20株 (6.67%)

岸田裕隆 15株 (5.00%)

岸田浩之 （株式会社岸田製作所代表専務取締役） 10株 (3.33%)

(3)株式を取得する会社の事業内容、規模

名称 株式会社岸田製作所

事業内容 製缶に関する請負業・機械器具類の部品の製作販売

資本金              15百万円

従業員数             43人（平成20年３月現在）

　  平成19年９月期

売上高              1,311百万円

営業利益                   4百万円

経常利益                     13百万円

当期純利益                    9百万円

総資産                      960百万円

純資産                       64百万円
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名称 株式会社沖縄岸田製作所（株式会社岸田製作所の子会社）

事業内容 製缶に関する請負業・機械器具類の部品の製作販売

資本金               9百万円

従業員数             35人（平成20年３月現在）

　  平成19年９月期

売上高                340百万円

営業利益                   △1百万円

経常利益                      5百万円

当期純利益                 △42百万円

総資産                      274百万円

純資産                     △35百万円

　

名称 Global Metal Tech Corp．（株式会社岸田製作所の子会社）

事業内容 製缶に関する請負業・機械器具類の部品の製作販売

資本金              11百万円

従業員数             60人（平成20年３月現在）

　  平成19年９月期

売上高              260百万円

営業利益                  69百万円

経常利益                     97百万円

当期純利益                   94百万円

総資産                      221百万円

純資産                      183百万円

(4)株式の取得の時期

平成20年10月１日

(5)取得する株式の数、取得価額及び取得前後の持分比率

取得する株式の数     300株

取得価額   902百万円

取得後の持分比率   100.0％

(6)支払資金の調達及び支払方法

借入金 778百万円 自己株式による割当 124百万円

　

3.自己株式の処分

当社は、平成20年７月11日開催の取締役会において、子会社化する株式会社岸田製作所の経営陣と

の関係強化を目的として、当社自己株式を株式会社岸田製作所の経営陣（岸田信一氏、岸田浩之氏）

に譲渡することを決議いたしました。

(1)処分株式数 普通株式 200,000株

(2)処分価額 １株当たり621円

(3)処分価額の総額 124,200,000円

(4)払込期日 平成20年10月１日

(5)資金の使途 全額、株式会社岸田製作所の株式取得代金の一部に充当いたします。
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（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)

区分 金額(千円)

売上高 10,428,050

売上原価 9,102,711

売上総利益 1,325,339

販売費及び一般管理費 998,681

営業利益 326,657

営業外収益

　受取利息 20,566

　受取配当金 13,228

　仕入割引 13,297

　為替差益 108,362

　その他 15,608

　営業外収益合計 171,064

営業外費用

　支払利息 31,004

　手形売却損 378

　その他 15,795

　営業外費用合計 47,178

経常利益 450,543

特別利益

　固定資産売却益 112,049

　新株予約権戻入益 133

　特別利益合計 112,183

特別損失

　固定資産除却損 2,471

　貸倒引当金繰入額 8,930

　環境対策引当金繰入額 14,648

　特別損失合計 26,049

税金等調整前四半期純利益 536,677

法人税、住民税及び事業税 62,372

少数株主利益 1,788

四半期純利益 472,515
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