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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 16,041 ― 287 ― 42 ― △84 ―

20年3月期第2四半期 14,177 ― 582 ― 523 ― 133 ―

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 △4.95 ―

20年3月期第2四半期 7.98 7.86

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 29,918 5,553 15.3 269.27
20年3月期 30,571 5,615 15.3 275.77

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  4,574百万円 20年3月期  4,685百万円

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  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 ― ― ― 3.00 3.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 3.00 3.00

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  有  
 

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 33,000 7.1 500 △50.9 70 △91.8 △85 △124.0 △5.00

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】 5. 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】 5. 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 
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。 
上記の予想は、現時点において入手可能な情報及び将来の業績に与える不確定要因に関しての仮      定を前提としております。実際の業績は、今後の様々な要
因により上記の予想とは異なる可能性があります。  

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  17,014,000株 20年3月期  17,014,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  24,114株 20年3月期  23,614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  16,990,241株 20年3月期第2四半期  16,990,849株



当第２四半期における国内外の経済は、米国のサブプライム問題に端を発した世界的な金融不安や原

油・素材の高止まり等の影響を受け景況感が悪化に転じる状況となりました。 

このような経済環境下、当社グループのコア事業である薄型ＴＶ外装部品分野においても、原材料価

格高騰に起因するコスト上昇や、 終ＴＶ製品の市場価格の続落によるコストダウン要求など、当社納

入部品の利益率低下を招く厳しい状況が続いております。 

第２四半期累計期間の売上高につきましては、本年２月よりポーランド現法の操業開始によりポーラ

ンド国内向けの販売が開始されたこと等により、160億41百万円（前年同期141億77百万円）となりまし

た。 

損益面では、ポーランド現法及び持分法適用のアメリカ現法の操業が第２四半期より本格化したこと

による、償却負担及び従業員増による経費増加等により経常利益42百万円（前年同期５億23百万円）、

四半期純損失84百万円（前年同期１億33百万円の純利益）となりました。 

  

薄型ＴＶ部品はポーランド現法の操業が開始したこと等により売上が増加しました。自動車部品も

国内において売上を伸ばしております。物流産業資材は、一部製品では原料高騰分の価格転嫁が難航

したことなどにより、売上は減少いたしました。金型につきましては、薄型ＴＶ部品向けが大幅に増

加いたしました結果、売上高は158億91百万円（前年同期140億27百万円）となりました。営業利益に

つきましては、海外現法の創業赤字もあり、１億79百万円（前年同期４億77百万円）に留まりまし

た。 

国内３地点の賃貸物件から構成されており、売上高は１億50百万円（前年同期１億50百万円）、営

業利益は１億８百万円（前年同期１億６百万円）となりました。 

  

日本国内では、薄型ＴＶ部品、自動車部品及び金型を中心とした売上高は、139億34百万円となり

ました。営業利益は、原材料高騰等の影響を受け、３億12百万円となりました。 

中国国内では、自動車用部品箱、薄型ＴＶ部品を中心とした売上高は、５億３百万円となりまし

た。 

営業利益段階では、部品箱の販売競争の激化等により、33百万円の損失となりました。 

本年２月より工場稼動しております。また、スペイン、ポーランド国内の外注生産販売も引続き行

っております。生産品目は薄型ＴＶ部品であり売上高は16億94百万円となりました。 

営業利益段階では、工場立上げに伴う一時的な費用発生もあり、営業損失21百万円となりました。

  

【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

(1)全般的な営業の概況

(2)事業の種類別セグメントの状況は、以下のとおりであります。

①成形関連事業

②不動産関連事業

(3)所在地別セグメントの状況は、以下のとおりであります。

①日本

②中国

③ポーランド
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当第２四半期連結会計期間末の総資産につきましては、299億18百万円（前年度末比６億53百万円の

減少）となりました。 

流動資産につきましては、現金及び預金５億65百万円、受取手形及び売掛金11億25百万円の減少等に

より144億61百万円（同10億20百万円の減少）となりました。 

固定資産につきましては、ポーランド現法の生産設備への投資を行ったこと等により、有形固定資産

は136億26百万円（同３億32百万円の増加）となりました。無形固定資産は97百万円（同30百万円の増

加）、投資その他の資産は17億32百万円（同５百万円の増加）となりました。 

当第２四半期連結会計期間末の負債合計につきましては、243億64百万円（同５億91百万円の減少）

となりました。 

流動負債につきましては、その他に含まれる未払金20億10百万円の減少等により、142億91百万円

（同16億75百万円の減少）となりました。 

固定負債につきましては、長期借入金４億58百万円、社債１億75百万円の減少の一方、リース債務17

億40百万円の増加等により、100億73百万円（同10億83百万円の増加）となりました。 

当第２四半期連結会計期間末の純資産につきましては、為替変動による為替換算調整勘定の増加の一

方、四半期純損失84百万円の計上等により、55億53百万円（同61百万円の減少）となりました。 

  

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（以下[資金]という）は、28億97百万円

（前年度末比５億71百万円の減少）となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、28億４百万円（前年同期は30億73百万円の増加）の資金の増

加となりました。これは、減価償却費９億66百万円の実施と売掛債権の減少額12億３百万円等の増加要

因があったためであります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、24億25百万円（同21億22百万円の減少）の資金の減少となり

ました。これは、主にポーランド現法の設備投資によるものであります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、９億92百万円（同９億70百万円の増加）の資金の減少となり

ました。これは、長期借入金の借入３億円の一方、長期借入金返済９億25百万円等の減少要因があった

ためであります。 

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報

①資産

②負債

③純資産

3. キャッシュフローの状況
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今後の見通しといたしましては、世界規模での景気後退懸念が高まり、更に為替動向も不透明感が増し

ていることから、通期売上高は前回予想を下回る見通しであります。 

損益につきましても、原油等素材価格の低下による原材料価格への連動は第４四半期から見込まれるこ

と等により、以下のとおり修正することといたします。 

（通期） 

 
  

4. 連結業績予想に関する定性的情報

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円 百万円

前回発表予想（Ａ） 36,300 530 180 70

今回発表予想（Ｂ） 33,000 500 70 △85

増減額（Ｂ－Ａ） △3,300 △30 △110 △155

増減率（％） △9.1 △5.7 △61.1 △221.4

前期実績 30,802 1,019 855 353
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該当事項はありません。 

  

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。

・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。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

・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います。 

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しています。 

  

①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たな卸資産については、従来、主として製品・仕掛品は総平均法による低価法、原材料は移動平均法

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、主として総平均法による

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の方法）により算定しておりま

す。 

これによる損益に与える影響は軽微であります。 

③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、連結上必要な修正を行っておりま

す。 

これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益は、126百万円減少し、経常利益及び税金等調整

前四半期純利益は、それぞれ246百万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。 

  

5. 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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6. 【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 2,902 3,468 

受取手形及び売掛金 8,372 9,497 

製品 566 495 

原材料 741 652 

仕掛品 331 246 

その他 1,556 1,130 

貸倒引当金 △7 △8 

流動資産合計 14,461 15,482 

固定資産 

有形固定資産 13,626 13,293 

無形固定資産 97 67 

投資その他の資産 1,768 1,767 

貸倒引当金 △35 △40 

固定資産合計 15,456 15,088 

資産合計 29,918 30,571 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 9,885 9,547 

短期借入金 544 589 

未払法人税等 125 192 

賞与引当金 317 301 

その他 3,418 5,335 

流動負債合計 14,291 15,966 

固定負債 

社債 800 975 

長期借入金 6,734 7,193 

その他 2,538 821 

固定負債合計 10,073 8,990 

負債合計 24,364 24,956 

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,208 1,208 

資本剰余金 897 897 

利益剰余金 2,233 2,358 

自己株式 △5 △5 

株主資本合計 4,334 4,458 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 16 85 

為替換算調整勘定 224 141 

評価・換算差額等合計 240 226 

少数株主持分 978 929 

純資産合計 5,553 5,615 

負債純資産合計 29,918 30,571 
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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：百万円） 

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 16,041 

売上原価 13,903 

売上総利益 2,138 

販売費及び一般管理費 1,850 

営業利益 287 

営業外収益 

受取利息 4 

受取配当金 7 

為替差益 71 

その他 58 

営業外収益合計 142 

営業外費用 

支払利息 192 

持分法による投資損失 128 

その他 67 

営業外費用合計 387 

経常利益 42 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 5 

投資有価証券売却益 5 

固定資産売却益 0 

特別利益合計 11 

特別損失 

固定資産除却損 1 

固定資産売却損 0 

特別損失合計 2 

税金等調整前四半期純利益 51 

法人税等 194 

少数株主損失（△） △59 

四半期純損失（△） △84 
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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 51 

減価償却費 966 

賞与引当金の増減額（△は減少） 14 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5 

売上値引引当金の増減額（△は減少） △9 

受取利息及び受取配当金 △11 

支払利息 192 

持分法による投資損益（△は益） 128 

投資有価証券売却損益（△は益） △5 

売上債権の増減額（△は増加） 1,203 

たな卸資産の増減額（△は増加） △224 

仕入債務の増減額（△は減少） 250 

未収入金の増減額（△は増加） 291 

未払消費税等の増減額（△は減少） △539 

長期未払金の増減額（△は減少） △7 

その他 975 

小計 3,271 

利息及び配当金の受取額 10 

利息の支払額 △192 

法人税等の支払額 △284 

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,804 

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 △4,392 

有形固定資産の売却による収入 1,884 

無形固定資産の取得による支出 △42 

投資有価証券の取得による支出 △244 

投資有価証券の売却による収入 68 

短期貸付金の回収による収入 304 

その他 2 

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,425 

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） △48 

長期借入れによる収入 300 

長期借入金の返済による支出 △925 

社債の償還による支出 △175 

リース債務の返済による支出 △94 

自己株式の取得による支出 △0 

配当金の支払額 △50 

財務活動によるキャッシュ・フロー △992 

現金及び現金同等物に係る換算差額 42 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △571 

現金及び現金同等物の期首残高 3,468 

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,897 
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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。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

  

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） 

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な製品 

(1) 成形関連事業 ・・・・・家電外装部品、自動車部品、物流産業資材及び金型 

(2) 不動産関連事業 ・・・・土地及び建物の賃貸 

３ 会計処理基準に関する事項の変更 

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

り扱い」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用しております。 

これにより、成形関連事業の営業利益は、126百万円減少しております。 

(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】

成形関連事業 
(百万円)

不動産関連
事業 

(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

15,891 150 16,041 ― 16,041

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 15,891 150 16,041 ― 16,041

営業利益 179 108 287 ― 287
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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） 

 
(注) １ 国又は地域の区分は、国別によっております。 

２ 会計処理基準に関する事項の変更 

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

り扱い」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用しております。 

これにより、営業利益は、中国で32百万円減少し、ポーランドで94百万円減少しております。 

  

  

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） 

 
(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 各区分に属するおもな国又は地域は以下のとおりです。 

  欧州・・・・ポーランド  その他・・・・中国 

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。 

  

  

該当事項はありません。 

  

【所在地別セグメント情報】

日本 
(百万円)

中国
(百万円)

ポーランド
(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

13,845 501 1,694 16,041 ― 16,041

(2) セグメント間の内
部売上高又は振替
高        

88 1 ― 90 (90) ―

計 13,934 503 1,694 16,132 (90) 16,041

営業利益又は、 
営業損失(△)

312 △33 △21 257 29 287

【海外売上高】

欧州 その他 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 1,694 1,022 2,716

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― 16,041

Ⅲ 連結売上高に占める
  海外売上高の割合(％)

10.6 6.4 16.9

(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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前年同四半期に係る財務諸表 

(1) 前中間連結損益計算書 

  

 
  

「参考資料」

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(百万円)

Ⅰ 売上高 14,177

Ⅱ 売上原価 11,904

  売上総利益 2,272

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,689

  営業利益 582

Ⅳ 営業外収益 39

   受取利息 4

   受取配当金 4

   その他 29

Ⅴ 営業外費用 98

   支払利息 78

   持分法による投資損失 5

   売上割引 13

  経常利益 523

Ⅵ 特別利益 59

   固定資産売却益 1

   貸倒引当金戻入額 5

   受取補償金 28

   前期損益修正益 24

Ⅶ 特別損失 376

   固定資産除却損 5

   貸倒損失 251

   事業撤退損 119

  税金等調整前中間純利益 206

  税金費用 72

  中間純利益 133
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(2) 前中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  

 
  

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(百万円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 税金等調整前中間純利益 206 

 減価償却費 544 

 賞与引当金の増加額 11 

 貸倒引当金の減少額 △1

 売上値引引当金の減少額 △33

 受取利息及び受取配当金 △9

 支払利息 78 

 持分法による投資損失 5

 有形固定資産売却益 △1

 有形固定資産除却損 5 

 貸倒損失 251

 事業撤退損 119

 受取補償金 △28

 前期損益修正益 △24

 売上債権の減少額 2,418

 たな卸資産の増加額 △130

 仕入債務の減少額 △46

 未収入金の増加額 △158

 未払消費税等の増加額 2

 その他 118

    小計 3,327 

 受取補償金 28

 利息及び配当金の受取額 9 

 利息の支払額 △85

 法人税等の支払額 △206

   営業活動によるキャッシュ・フロー 3,073

Ⅱ 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 △1,479

 有形固定資産の売却による収入 4

 無形固定資産の取得による支出 △7

 投資有価証券の取得による支出 △630

 その他 △9

   投資活動によるキャッシュ・フロー △2,122

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 短期借入金の純減少額 △60

 長期借入れによる収入 2,000

 長期借入金の返済による支出 △744

 社債の償還による支出 △175

 自己株式の取得による支出 △0

 配当金の支払額 △50

   財務活動によるキャッシュ・フロー 970

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 8

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 1,929

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,695

Ⅶ 新規連結に伴う現金及び現金同等物増加額 228

Ⅷ 現金及び現金同等物の中間期末残高 3,853 
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(3) 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） 

 
  (注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

  ２ 各区分の主な製品 

  (1) 成形関連事業 ・・・・・家電外装部品、自動車部品、物流産業資材及び金型 

  (2) 不動産関連事業 ・・・・土地及び建物の賃貸 

  

  

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） 

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えているため、所在地別セグメント

情報の記載を省略しています。 

  

  

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） 

海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しています。 

  

【事業の種類別セグメント情報】

成形関連事業 
(百万円)

不動産関連
事業 

(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

14,027 150 14,177 ― 14,177

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

166 ― 166 (166) ―

計 14,193 150 14,343 (166) 14,177

営業利益 477 106 584 (2) 582

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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