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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 19,965 ― 22 ― 16 ― 3 ―

20年3月期第2四半期 20,607 14.3 1,486 ― 1,335 ― 761 ―

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2四半期 0.15 ―

20年3月期第2四半期 28.38 ―

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2四半期 52,794 14,990 27.4 540.10
20年3月期 49,674 15,179 29.6 547.33

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  14,489百万円 20年3月期  14,685百万円

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  有  
 

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 ― 8.00 8.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 5.00 5.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  

   連結業績予想値は、平成20年11月5日に開示した「業績予想の修正に関するお知らせ」において修正した数値です。  

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

通期 42,751 △4.2 739 △67.6 456 △67.0 215 △74.0 8.02

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、５．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、５．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．業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。なお、業績予想の前提条件
その他関連する事項については、４ページ【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2四半期  26,863,974株 20年3月期  26,863,974株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  32,429株 20年3月期  32,479株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  26,831,138株 20年3月期第2四半期  26,833,265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２四半期連結累計期間における世界経済は、7月に史上 高値を付けた原油価格は下落に転じ

たものの昨年末の水準を超える高値で推移し、又、9月には米国大手金融機関が破綻するなど、金融危

機は実体経済にも大きく影響を及ぼし、景気は後退局面に入りました。 

航空輸送業界では、原油価格の高騰がエアラインの経営を圧迫し、燃料消費効率の良い新型機の需

要が継続しております。特にボーイング787は世界各国のエアラインから大量の受注を獲得しており、開発

の進展に伴い航空機内装品等製造関連事業の収益の伸びが期待できる状況でしたが、今年4月に発表

されたボーイング787納入時期の延期が大きく影響し、当社の経営計画は大幅な見直しを余儀なくされる

こととなりました。 

このような情勢の中、当社グループでは新たな受注活動に取り組むととともに、効率的な生産体制への

改善を進めるなど対策を講じておりますが、業績は計画より後退しました。 

当第2四半期連結累計期間の経営成績は、連結売上高 19,965百万円 （前年同期比 642百万円 

減）、連結営業利益 22百万円 （前年同期比 1,464百万円 減）、連結経常利益 16百万円 （前年同期

比 1,319百万円 減）、連結四半期純利益 3百万円 （前年同期比 757百万円 減）となりました。 

 

① 事業の種類別セグメントの業績 

[航空機内装品等製造関連事業] 

当事業では、ボーイング787納入時期延期の影響を受けて、ボーイング787向けに予定していた出荷は、

一部を除き第３四半期以降に繰り延べとなりました。更に、客室改修の一部のプロジェクトについても、顧

客先で調達品の準備が整わないことから改修スケジュールが延期されるなど、売上高は計画を下回りまし

た。又、スケジュール変更の混乱がコスト増につながったことと9月末に為替相場が円高に振れた影響を受

けて、営業利益も計画を下回りました。 

この結果、航空機内装品等製造関連事業は、売上高 14,068百万円 （前年同期比 357百万円 減）、

営業利益 305百万円 （前年同期比 1,060百万円 減）となりました。 

 

[航空機器等製造関連事業] 

当事業では、防衛関連部品の受注が予定より減少していることと、エアバスA380向けフロアビームの生

産量が当初計画に比べて低く推移したことから、売上高、営業利益ともに計画を下回りました。 

この結果、航空機器等製造関連事業は、売上高 2,315百万円 （前年同期比 188百万円 減）、営業

損失 226百万円 （前年同期は、営業利益 49百万円）となりました。 

 

[航空機整備等関連事業] 

当事業では、第１四半期に羽田事業所で開始した国土交通省航空局の飛行検査用航空機（4機種全7

機）の保守点検整備が順調に推移しました。又、営業部門及び技術部門を羽田地区に移転しサービス強

化に向けた取り組みを進め、売上高は計画を上回りましたが、採算性の厳しい一部の整備作業が上期に

集中したため、営業利益は計画を下回りました。 

この結果、航空機整備等関連事業は、売上高 3,581百万円 （前年同期比 95百万円 減）、営業損失 

57百万円 （前年同期は、営業利益 71百万円）となりました。 

 

㈱ジャムコ　（7408）　平成21年3月期　第２四半期決算短信

－2－



② 所在地別セグメントの業績 

[ 日 本 ] 

航空機内装品等製造関連事業、航空機器等製造関連事業及び航空機整備等関連事業ともに、事業

の種類別セグメントの項目で説明したとおりであります。 

この結果、売上高 17,544百万円 （前年同期比 336百万円 減）､営業利益 34百万円 (前年同期比 

1,373百万円 減)となりました。 

 [ 北 米 ] 

対象企業は、連結子会社のJAMCO AMERICA, INC.であり、客室改修の一部のプロジェクトが予定よ

り遅れているため売上高、営業利益ともに計画を下回りました。 

この結果、売上高 1,699百万円 （前年同期比 569百万円 減）、営業損失 82百万円 （前年同期は、

営業利益 103百万円）となりました。 

 [ ヨ－ロッパ ] 

対象企業は、連結子会社のJAMCO EUROPE B.V.であり、スペアパーツ販売、エアバス向けのサポー

ト業務及び部品調達業務が順調に推移し、売上高、営業利益ともに計画を上回りました。 

この結果、売上高 394百万円 （前年同期比 110百万円 増）、営業利益 26百万円 （前年同期比 

18百万円 増）となりました。 

[ アジア・オセアニア] 

対象企業は、連結子会社JAMCO AERO DESIGN & ENGINEERING PTE LTD.であり、売上高 327百

万円 （前年同期比 154百万円 増）、営業利益 27百万円 （前年同期は、営業損失 2百万円）となり

ました。 

 

（注） 当連結会計年度より 「四半期財務諸表に関する会計基準」を適用しておりますが、上記の前年同

期との損益比較においては、従来の「中間決算短信」における業績数値を基礎に算定しております。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産・負債・純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末の流動資産合計は39,230百万円となり、前連結会計年度末に比べ

2,236百万円増加しました。主な要因は現金及び預金の減少（540百万円減）、受取手形及び売掛金の

減少（1,668百万円減）、ボーイング787向け内装品をはじめ第３四半期以降に出荷繰り延べとなったプ

ログラムが多く発生したことによる原材料の増加（637百万円増）と仕掛品の増加（3,648百万円増）等に

よるものです。一方、固定資産合計では、工場の新築及び施設設備の拡張等により883百万円増加し

て13,564百万円となりました。 

負債総額は37,804百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,309百万円の増加となりました。主な要

因は、ボーイング787向け内装品の生産量が中期的に急増することを受けての設備投資、及び棚卸資

産の増加に伴う資金調達によるもので、短期借入金（2,247百万円増）、長期借入金（1,436百万円増）と

もに増加したこと等によるものです。 

純資産合計は14,990百万円となり、前連結会計年度末に比べ189百万円の減少となりました。主な要

因は、利益剰余金の減少（210百万円減）等によるものです。この結果、自己資本比率は27.4％となりま

した。 
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② キャッシュ・フローの状況 

当第2四半期連結累計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物は、以下に記載のキャッ

シュ・フローにより、前連結会計年度末に比べ520百万円減少し、1,024百万円 （前年同期は、1,561百

万円）となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

売上債権の減少額（1,722百万円）による増加と、たな卸資産の増加額（4,248百万円）による減少等

により、2,169百万円のキャッシュ・アウトフロー（前年同期は、807百万円のキャッシュ・アウトフロー）とな

りました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

航空機内装品等製造関連事業でボーイング787向け内装品増産局面へ対応するための設備投資に

よる固定資産取得（1,830百万円）等により、1,827百万円のキャッシュ・アウトフロー（前年同期は、1,093

百万円のキャッシュ・アウトフロー）となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

短期及び長期借入金の返済（3,039百万円）と、配当金の支払い（213百万円）等による支出がありま

したが、短期及び長期借入金による調達（6,691百万円）により3,427百万円のキャッシュ・インフロー（前

年同期は、1,468百万円のキャッシュ・インフロー）となりました。 

 

（注） 当連結会計年度より 「四半期財務諸表に関する会計基準」を適用しておりますが、上記の前年同

期との損益比較においては、従来の「中間決算短信」における業績数値を基礎に算定しております。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

航空機内装品等製造関連事業においては、ボーイング787納入時期延期の影響を受けて、787関連内

装品の出荷スケジュールが大幅に変更となり、当初予定していた今期の出荷量の殆どが来期に後退いた

しました。 

航空機器等製造関連事業においては、防衛関連の受注が例年に比べ減少しており、当初予定してい

た作業量を確保することが難しく、売上高と利益ともに計画に達しない見通しとなりました。 

航空機整備等関連事業においては、当初予定していたとおり順調に推移する見通しです。 

このような情勢の中、当社グループでは生産計画の見直しを行い、新たな受注活動に取り組むとともに、

効率的な生産体制への改善を進めるなど対策を講じておりますが、9月半ばから急激に進んだ円高による

マイナスの影響を勘案して下期の経営計画を見直した結果、通期の業績予想を8月8日に発表した数値か

ら更に下方修正することといたしました。なお、業績予想の前提となる下期の為替レートは、当初計画にお

ける107円／ドルから100円／ドルへ変更しております。 
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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 

① 簡便な会計処理 

一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第2四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。 

棚卸資産の評価方法 

当第2四半期連結会計期間末の棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなも

のについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

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は、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限

定する方法によっております。繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末

以降に経営環境等に著しい変化が生じておらず、かつ、一時差異等の発生状況について前年度か

ら大幅な変動がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタック

ス・プランニングを利用する方法によっております。 

連結会社相互間の債権と債務の相殺消去 

当該債権の額と債務の額に差異が見られる場合には、債権側の金額に合わせる方法により債権と

債務を相殺消去しております。 

連結会社相互間の取引高の相殺消去 

取引金額に差異がある場合で当該差異の重要性が乏しいときには、親会社等の金額に合わせる

方法により相殺消去しております。 

 

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 

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。又、

「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の適用 

「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。これによる損益に与える影響はありません。 
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③ リース取引に関する会計基準等の適用 

「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 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 終改正平成19年3月30日 企業会計基準適用指針第16号）を第１四半期連

結会計期間から早期に適用し、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。又、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

価格をゼロとする定額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前の所有権移転

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を引き続き採

用しております。これによる損益に与える影響は軽微であります。 

 

④ 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の適用 

「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）を第１四半期連結会計期間から適用しております。こ

れによる損益に与える影響はありません。 

 

（追加情報） 

機械装置の耐用年数について、法人税法の改正を契機に見直しを行った結果、主に製品ライフ

サイクルの短縮化により、設備更新が従来にも増して短期間に行われる事が見込まれる事となったた

め、第１四半期連結会計期間より、耐用年数の短縮を行っております。この変更により、当第2四半期

連結累計期間における、営業利益、経常利益及び税金等調整益四半期純利益は、それぞれ14,569

千円減少しております。 
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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：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 1,024,831 1,564,896

受取手形及び売掛金 11,699,014 13,367,768

製品 136,022 119,845

原材料 6,711,708 6,074,365

仕掛品 15,343,052 11,694,130

その他 4,321,350 4,179,098

貸倒引当金 △5,224 △6,030

流動資産合計 39,230,755 36,994,074

固定資産   

有形固定資産 9,972,610 8,971,219

無形固定資産 245,429 200,377

投資その他の資産 3,346,026 3,509,100

固定資産合計 13,564,066 12,680,697

資産合計 52,794,821 49,674,771

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,979,676 6,418,398

短期借入金 14,084,186 11,836,410

未払法人税等 118,932 490,955

賞与引当金 1,385,740 1,170,470

工事損失引当金 906,970 535,839

その他 2,332,980 2,619,653

流動負債合計 24,808,485 23,071,727

固定負債   

長期借入金 7,288,940 5,852,400

退職給付引当金 5,074,547 5,019,171

役員退職慰労引当金 311,971 278,981

環境対策引当金 7,203 10,814

その他 313,622 262,512

固定負債合計 12,996,284 11,423,879

負債合計 37,804,770 34,495,607

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,359,893 5,359,893

資本剰余金 4,368,689 4,368,998

利益剰余金 4,812,644 5,023,309

自己株式 △27,631 △27,785

株主資本合計 14,513,596 14,724,416

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 86,834 109,399

為替換算調整勘定 △111,250 △148,192

評価・換算差額等合計 △24,416 △38,792

少数株主持分 500,871 493,541

純資産合計 14,990,051 15,179,164

負債純資産合計 52,794,821 49,674,771
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 (2)【四半期連結損益計算書】 
   【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 19,965,576

売上原価 17,513,107

売上総利益 2,452,469

販売費及び一般管理費 2,430,261

営業利益 22,207

営業外収益  

受取利息 3,063

受取配当金 3,542

為替差益 73,710

持分法による投資利益 41,305

その他 37,512

営業外収益合計 159,134

営業外費用  

支払利息 156,969

その他 8,074

営業外費用合計 165,044

経常利益 16,297

特別利益  

固定資産売却益 45

投資有価証券売却益 43

貸倒引当金戻入額 740

特別利益合計 829

特別損失  

固定資産処分損 16,283

投資有価証券評価損 822

特別損失合計 17,105

税金等調整前四半期純利益 20

法人税、住民税及び事業税 86,910

法人税等調整額 △93,520

法人税等合計 △6,609

少数株主利益 2,643

四半期純利益 3,987
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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 20

減価償却費 811,118

引当金の増減額（△は減少） 670,243

受取利息及び受取配当金 △6,605

支払利息 156,969

為替差損益（△は益） △53,421

持分法による投資損益（△は益） △41,305

有形固定資産売却損益（△は益） 16,238

投資有価証券売却損益（△は益） △43

投資有価証券評価損益（△は益） 822

売上債権の増減額（△は増加） 1,722,441

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,248,704

仕入債務の増減額（△は減少） △467,471

その他 △197,674

小計 △1,637,372

利息及び配当金の受取額 26,920

利息の支払額 △131,304

その他の収入 20,348

その他の支出 △1,920

法人税等の支払額 △446,157

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,169,486

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △1,830,759

投資有価証券の取得による支出 △1,200

貸付金の回収による収入 2,666

定期預金の払戻による収入 20,000

その他 △17,956

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,827,250

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 4,716,645

短期借入金の返済による支出 △3,024,793

長期借入れによる収入 1,975,180

長期借入金の返済による支出 △14,280

リース債務の返済による支出 △783

自己株式の取得による支出 △1,381

自己株式の売却による収入 1,226

配当金の支払額 △213,887

少数株主への配当金の支払額 △10,634

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,427,290

現金及び現金同等物に係る換算差額 49,380

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △520,065

現金及び現金同等物の期首残高 1,544,896

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,024,831
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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。又、「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。 

  

該当事項なし 

  

  

 

  

 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

 当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日)

航空機 
内装品等 

製造関連事業 
(千円)

航空機器等
製造関連事業

(千円)

航空機整備等
関連事業 
(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

14,068,436 2,315,584 3,581,556 19,965,576 ― 19,965,576

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

174 77,104 56,488 133,767 (133,767) ―

計 14,068,610 2,392,688 3,638,044 20,099,344 (133,767) 19,965,576

営業利益(又は営業損失△) 305,676 △226,013 △57,455 22,207 ― 22,207

(注) １ 事業区分は製品の種類によって区分しております。 

   ２ 各事業の主な製品 

    (1) 航空機内装品等製造関連事業 ………… ギャレー・ラバトリー 

    (2) 航空機器等製造関連事業 ……………… 熱交換器・ADP 

        (3) 航空機整備等関連事業 ………………… 航空機整備・修理                    

【所在地別セグメント情報】

 当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日)

日本 
(千円)

北米
(千円)

ヨーロッパ
(千円)

アジア・
オセアニア
(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

17,544,414 1,699,776 394,234 327,152 19,965,576 ― 19,965,576

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

1,600,055 1,749,110 401,884 39,545 3,790,596 (3,790,596) ―

計 19,144,469 3,448,886 796,118 366,698 23,756,172 (3,790,596) 19,965,576

営業利益(又は営業損失△) 34,796 △82,363 26,982 27,541 6,958 15,249 22,207

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

   ２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

    (1) 北米 ………………………… アメリカ 

    (2) ヨーロッパ ………………… オランダ 

    (3) アジア・オセアニア ……… シンガポール                           
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該当事項なし 

  

【海外売上高】

 当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日)

北米 アジア・オセアニア ヨーロッパ 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 3,500,607 7,046,985 1,905,897 12,453,490

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― 19,965,576

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

17.5 35.3 9.6 62.4

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

   ２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

    (1) 北米 ………………………… アメリカ 

    (2) アジア・オセアニア ……… シンガポール・オーストラリア 

    (3) ヨーロッパ ………………… イギリス・フランス・ドイツ 

   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す。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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「参考資料」

(1) 前年同四半期に係る財務諸表

中間連結損益計算書

科目

前中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日  
  至 平成19年９月30日)

金 額 (千円)

Ⅰ 売上高 20,607,780

Ⅱ 売上原価 16,599,039

売上総利益 4,008,741

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,522,308

営業利益 1,486,432

Ⅳ 営業外収益

１ 受取利息 8,716

２ 受取配当金 4,686

３ 持分法による投資利益 36,332

４ 団体保険取扱手数料 4,827

５ 雑収入 20,792 75,355

Ⅴ 営業外費用

１ 支払利息 108,409

２ 為替差損 106,657

３ 雑支出 11,100 226,168

経常利益 1,335,619

Ⅵ 特別損失

１ 固定資産処分損 9,354

２ 環境対策費用 10,814 20,169

税金等調整前中間純利益 1,315,449

法人税、住民税及び事業税 773,714

法人税等調整額 △238,364 535,350

少数株主利益 18,680

中間純利益 761,419
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(2) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

科目

前中間連結会計期間

（自 平成19年４月１日

 至 平成19年９月30日）

区 分 金 額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

１ 税金等調整前中間純利益 1,315,449

２ 減価償却費 625,852

３ 貸倒引当金の増減額 732

４ 賞与引当金の増減額 211,933

５ 退職給付・役員退職慰労引当金の増減額 14,816

６ 工事損失引当金の増減額 152,896

７ 環境対策引当金の増減額 10,814

８ 受取利息及び受取配当金 △13,402

９ 支払利息 108,409

10 為替差損益 21,476

11 持分法による投資損益 △36,332

12 固定資産処分損 9,354

13 その他営業外収益 △25,620

14 その他営業外費用 11,100

15 売掛債権の増減額 1,229,047

16 棚卸資産の増減額 △3,641,358

17 仕入債務の増減額 442,843

18 その他 △376,048

  小計 61,965

19 利息及び配当金の受取額 28,385

20 利息の支払額 △103,966

21 その他営業外の収入 25,620

22 その他営業外の支出 △3,038

23 法人税等の支払額 △816,603

 営業活動によるキャッシュ・フロー △807,637
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Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

１ 有形固定資産の取得による支出 △970,221

２ 有形固定資産の売却による収入 1,003

３ 投資有価証券の取得による支出 △1,155

４ 貸付金の回収による収入 2,718

５ その他投資活動による収入 16,670

６ その他投資活動による収入支出 △142,876

 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,093,860

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

１ 短期借入による調達 1,931,640

２ 短期借入金の返済 △1,420,000

３ 長期借入による調達 2,200,000

４ 長期借入金の返済 △1,006,330

５ 自己株式の取得による支出 △2,808

６ 自己株式の処分による収入 1,514

７ 親会社による配当金の支払 △213,841

８ 少数株主への配当金の支払 △21,962

 財務活動によるキャッシュ・フロー 1,468,211

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 19,314

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △ 452,601

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,013,704

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 1,561,102
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(3) セグメント情報 

 【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 
  

   【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 
  

   【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

航空機内装品 
等製造関連 

事業 
(千円)

航空機器等
製造関連事業

(千円)

航空機整備等
関連事業 
(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

14,426,098 2,504,150 3,677,531 20,607,780 ― 20,607,780

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

978 16,059 84,434 101,472 (101,472) ―

計 14,427,077 2,520,209 3,761,965 20,709,252 (101,472) 20,607,780

営業費用 13,061,368 2,471,125 3,690,326 19,222,820 (101,472) 19,121,348

営業利益 1,365,709 49,084 71,639 1,486,432 ― 1,486,432

日本
(千円)

北米 
(千円)

ヨーロッパ
(千円)

アジア・
オセアニア
(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

17,881,393 2,269,270 284,067 173,049 20,607,780 ― 20,607,780

 (2) セグメント間の 
     内部売上高 
     又は振替高

1,251,196 1,988,247 252,545 105,565 3,597,555 (3,597,555) ―

計 19,132,589 4,257,517 536,612 278,615 24,205,335 (3,597,555) 20,607,780

 営業費用 17,723,991 4,154,336 528,002 281,021 22,687,351 (3,566,003) 19,121,348

 営業利益又は 
 営業損失(△)

1,408,598 103,180 8,610 △ 2,406 1,517,983 △ 31,551 1,486,432

北米 アジア・オセアニア ヨーロッパ 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 5,763,534 4,999,853 2,421,255 13,184,643

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― 20,607,780

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

28.0 24.3 11.7 64.0
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