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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 21,387 ― △123 ― 368 ― 110 ―
20年3月期第2四半期 22,141 15.3 861 △19.4 1,498 3.2 747 △14.0

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 3.65 ―
20年3月期第2四半期 24.39 ―

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 79,825 71,394 88.3 2,380.54
20年3月期 82,458 74,180 88.8 2,391.32

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  70,524百万円 20年3月期  73,234百万円

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 ― 15.00 ― 35.00 50.00
21年3月期 ― 15.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 15.00 30.00

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   

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 41,400 △2.5 200 △80.5 700 △59.5 200 △71.7 6.64

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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。  

(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．その他をご覧下さい。  

(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．本資料における業績予想等の将来に関する記述は、現時点で入手可能な情報に基づくものであり、今後の事業環境の変化により実際の業績等が異なる可能性があ
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2四半期  31,313,026株 20年3月期  31,313,026株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  1,687,909株 20年3月期  688,279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  30,130,307株 20年3月期第2四半期  30,626,371株
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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）におけるわが国経済

は、米国のサブプライムローン問題に端を発する金融危機を背景とする世界経済の減速、原油を始めとす

る資源価格の高騰、円高の進行等により、景気後退懸念が強まり、先行き不透明な状況で推移しました。 

 このような厳しい状況の中で、国内におきましては、ハウスウエア（家庭日用品）合成樹脂製品関連部

門、工業品合成樹脂製品関連部門ともに、新製品の開発と新規取引先の開拓により売上高が増加しました

が、一方、海外におきましては、世界経済の減速の中で工業品の受注が落ち込みを余儀なくされました。

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は213億87百万円（前年同期比96.6％）となりました。  

 利益面につきましては、売上高の減少、原材料価格の一層の高騰、新規設備に伴う減価償却負担の増

加、円高の進行等により、営業損失が１億23百万円となり、経常利益は銀行預金の受取利息、株式の受取

配当金等があり３億68百万円（前年同期比24.5％）となりました。また、四半期純利益は、たな卸資産の

評価基準の改正に伴うサービス部品等に係るたな卸資産評価損の計上等もあり、１億10百万円（前年同期

比14.7％）となりました。  
  

（資産） 

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べて26億33百万円減少し、798億

25百万円となりました。これは、国内外の設備投資で有形固定資産が14億31百万円増加しましたが、子

会社宛投融資、設備投資、配当金支払い、自己株式購入等により現金及び預金が41億98百万円、有価証

券（譲渡性預金）が30億25百万円それぞれ減少したこと等によります。  
  

（負債） 

当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べて１億53百万円増加し、84億31

百万円となりました。これは、支払手形及び買掛金が２億18百万円増加したこと等によります。  
  

（純資産） 

当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べて27億86百万円減少し、713

億94百万円となりました。これは、自己株式を16億円取得したこと、利益剰余金が９億62百万円減少し

たこと等によります。 
  

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて86億16百万円

増加し、318億61百万円となりました。各活動別のキャッシュ・フローの状況 とそ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） 

減価償却費９億17百万円がありましたが、たな卸資産の増加７億57百万円、売上債権の増加５億８百

万円、その他資産の増加５億７百万円等があり、６億５百万円の減少となりました。 
  

（投資活動よるキャッシュ・フロー） 

定期預金の預入199億97百万円、有形固定資産の取得21億34百万円等の支出がありましたが、定期預

金の払戻357億84百万円等の収入があり、122億28百万円の増加となりました。  
  

（財務活動よるキャッシュ・フロー） 

自己株式の取得16億円、配当金10億69百万円等の支出があり、28億59百万円の減少となりました。 
  

通期の連結業績見通しにつきましては、世界経済の景気後退懸念、円高の進行、国内での逆資産効果等

による消費の低迷等、先行き一段と厳しい経営環境が見込まれますので、平成20年５月15日の決算発表時

に公表した業績予想を修正いたしました。  

 修正後の売上高は414億円、営業利益は２億円、経常利益は７億円、当期純利益は２億円となる見込み

であります。  

 尚、詳細は、平成20年10月31日付「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。  
  

・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

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

(2) キャッシュ・フローの状況

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

（簡便な会計処理） 

① 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高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末

の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

 また、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。 
  

② 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

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、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。 
  

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

① 税金費用の計算 

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整前当期純利益

に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整前四半期純利益に当該見積実

効税率を乗じて計算しております。 

 なお、法人税、住民税及び事業税と法人税等調整額を一括し「法人税等」として表示しておりま

す。 
  

① 「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。 

 なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を

改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号のただし書き

により、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 
  

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。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の売上総利益、営業利

益及び経常利益が9,579千円、税金等調整前四半期純利益が56,576千円それぞれ減少しておりま

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 

「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」（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、連結決算上

必要な修正を行っております。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。 

4. 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)

(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

(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
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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 32,674,958 36,873,308

受取手形及び売掛金 9,048,816 8,687,613

有価証券 － 3,025,168

商品及び製品 1,635,488 1,578,630

仕掛品 356,060 356,715

原材料及び貯蔵品 2,977,072 2,317,542

その他 1,686,164 1,112,092

貸倒引当金 △29,818 △27,878

流動資産合計 48,348,741 53,923,191

固定資産   

有形固定資産 14,082,908 12,651,935

無形固定資産 1,873,390 1,953,958

投資その他の資産   

投資有価証券 12,050,594 11,249,125

その他 3,480,216 2,690,900

貸倒引当金 △10,840 △10,840

投資その他の資産合計 15,519,970 13,929,185

固定資産合計 31,476,267 28,535,078

資産合計 79,825,008 82,458,269

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,020,522 4,802,923

未払法人税等 37,914 192,889

賞与引当金 342,554 252,038

その他 1,940,455 1,937,784

流動負債合計 7,341,445 7,185,633

固定負債   

退職給付引当金 555,083 569,679

役員退職慰労引当金 509,291 495,680

その他 25,317 27,606

固定負債合計 1,089,690 1,092,966

負債合計 8,431,136 8,278,598
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（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 19,225,350 19,225,350

資本剰余金 18,923,869 18,924,777

利益剰余金 36,337,414 37,299,430

自己株式 △2,989,706 △1,390,190

株主資本合計 71,496,928 74,059,367

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,115,713 △1,359,377

為替換算調整勘定 142,419 533,628

評価・換算差額等合計 △973,293 △825,749

少数株主持分 870,238 946,052

純資産合計 71,393,873 74,179,670

負債純資産合計 79,825,008 82,458,269
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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 21,386,648

売上原価 18,581,547

売上総利益 2,805,100

販売費及び一般管理費 2,928,201

営業利益 △123,100

営業外収益  

受取利息 185,738

受取配当金 173,143

為替差益 55,668

投資有価証券売却益 37,302

その他 79,025

営業外収益合計 530,876

営業外費用  

売上割引 32,789

その他 7,309

営業外費用合計 40,098

経常利益 367,678

特別利益  

固定資産売却益 1,147

特別利益合計 1,147

特別損失  

固定資産売却損 7,147

固定資産除却損 3,144

減損損失 9,400

投資有価証券評価損 47,717

たな卸資産評価損 46,997

特別損失合計 114,405

税金等調整前四半期純利益 254,420

法人税等 109,936

少数株主利益 34,633

四半期純利益 109,851
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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 254,420

減価償却費 917,271

賞与引当金の増減額（△は減少） 90,606

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,453

退職給付引当金の増減額（△は減少） △6,724

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 13,611

受取利息及び受取配当金 △358,881

為替差損益（△は益） △39,321

固定資産除却損 3,144

有形固定資産売却損益（△は益） 6,000

投資有価証券評価損益（△は益） 47,717

減損損失 9,400

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △37,302

売上債権の増減額（△は増加） △507,794

たな卸資産の増減額（△は増加） △757,307

その他の資産の増減額（△は増加） △507,327

仕入債務の増減額（△は減少） 181,603

その他の負債の増減額（△は減少） △108,338

その他 38,677

小計 △758,092

利息及び配当金の受取額 382,041

法人税等の支払額 △228,702

営業活動によるキャッシュ・フロー △604,754

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 △19,996,851

定期預金の払戻による収入 35,784,440

有形固定資産の取得による支出 △2,134,421

有形固定資産の売却による収入 54,428

無形固定資産の取得による支出 △13,525

関係会社出資金の払込による支出 △202,698

投資有価証券の取得による支出 △634,173

投資有価証券の売却による収入 233,190

貸付けによる支出 △863,080

貸付金の回収による収入 920

投資活動によるキャッシュ・フロー 12,228,231
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（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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の純増減額（△は増加） △1,600,424

配当金の支払額 △1,069,460

少数株主への配当金の支払額 △189,474

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,859,357

現金及び現金同等物に係る換算差額 △147,711

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 8,616,409

現金及び現金同等物の期首残高 23,244,591

現金及び現金同等物の四半期末残高 31,861,000
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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。 

 なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正す

る内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号のただし書きにより、改正

後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

当第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

該当事項はありません。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

9

天馬㈱　(7958)　平成21年３月期 第２四半期決算短信



  

  

   
(注) 記載金額は千円未満を四捨五入して表示しております。 

「参考」

（要約） 前四半期連結損益計算書

科目

前第２四半期連結累計期間

(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 22,140,619

Ⅱ 売上原価 18,396,343

  売上総利益 3,744,276

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,883,149

  営業利益 861,127

Ⅳ 営業外収益 678,900

 １ 受取利息 187,200

 ２ 受取配当金 121,808

 ３ 投資有価証券売却益 243,595

 ４ 為替差益 101,858

 ５ その他 24,438

Ⅴ 営業外費用 41,656

 １ 売上割引 36,986

 ２ その他 4,670

  経常利益 1,498,370

Ⅵ 特別利益 8,748

 １ 固定資産売却益 448

 ２ 貸倒引当金戻入益 8,300

Ⅶ 特別損失 521,345

 １ 固定資産売却損 3,484

 ２ 固定資産除却損 21,103

 ３ 過年度役員退職慰労引当金繰入額 496,758

  税金等調整前四半期純利益 985,773

  法人税、住民税及び事業税 274,268

  法人税等調整額 △141,432

  少数株主利益（減算） 105,838

  四半期純利益 747,099
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