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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 18,507 ― 575 ― 505 ― 193 ―
20年3月期第2四半期 16,116 11.4 1,165 26.3 1,193 27.8 819 49.7

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 34.87 ―
20年3月期第2四半期 148.07 ―

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 25,285 12,213 45.4 2,073.12
20年3月期 24,690 12,260 46.7 2,081.63

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  11,474百万円 20年3月期  11,521百万円

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 ― 40.00 40.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 19.00 19.00

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 37,500 9.1 1,220 △37.0 1,080 △40.9 520 △52.7 93.95

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） 

〔（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。 

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  5,709,000株 20年3月期  5,709,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  174,122株 20年3月期  174,055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  5,534,878株 20年3月期第2四半期  5,535,000株
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当第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）の世界経済は、米国におけ

るサブプライムローン問題に端を発する金融市場の混乱、素材・資源価格の高騰等の影響により景気後退

局面に入りました。比較的堅調であった欧州でも景気が悪化し、景気拡大の続いてきたアジアにおいても

景気減速傾向にあります。 

わが国経済も世界経済減速の影響を受け、株安、円高、素材・資源価格高騰等により、企業業績の悪

化、個人消費の停滞等厳しい景気減速局面を迎えております。 

このような環境にあって、当社グループにおきましては、国内外において自動車関連の受注が堅調に推

移した結果、売上高は185億７百万円となりました。しかしながら、海外子会社におけるデジタル家電関

連の売上減少による原価率上昇、国内新設子会社の立ち上がりの遅れ等により営業利益は５億75百万円、

経常利益は５億５百万円、四半期純利益は固定資産減損損失２億36百万円の計上等により１億93百万円と

なりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末における連結総資産は252億85百万円となり、前連結会計年度末に比べ

５億95百万円増加いたしました。 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ３億96百万円減少し142億93百万円となりました。この主な要

因は、現金及び預金、受取手形及び売掛金が４億13百万円減少したことによるものです。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べ９億91百万円増加し109億91百万円となりました。この主な要

因は、前連結会計年度に取得したDAINAC㈱による土地の取得と、当社及び海外子会社の機械装置導入に

よるものです。 

負債は、前連結会計年度末に比べ６億42百万円増加し130億72百万円となりました。この主な要因

は、その他流動負債が３億91百万円増加したことと長期借入金が３億25百万増加したことによるもので

す。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ47百万円減少し122億13百万円となりました。この主な要因は、

株主配当金による利益剰余金の取崩し、四半期純利益によるものです。 

この結果、自己資本比率は45.4％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は、税金等調整前四半期純利益が３億49百

万円となり、営業活動から得られた資金が12億94百万円、財務活動で39百万円の収入がありましたが、

投資活動で14億15百万円の支出があり、33億94百万円となりました。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加額は12億94百万円となりました。この

主な要因は、税金等調整前四半期純利益が３億49百万円、減価償却費が６億43百万円、売上債権の増加

額が２億７百万円、固定資産減損損失が２億36百万円となったことによるものであります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

当第２四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少額は14億15百万円となりました。この

主な要因は、有形及び無形固定資産の取得による支出が10億67百万円、事業譲受による支出が３億98百

万円となったことによるものであります。 

・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
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(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金の増加額は39百万円となりました。この主な

要因は、借入金の借入収入によるものであります。 

  

当第２四半期連結累計期間における業績の進捗状況を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成20

年５月16日に公表した平成21年３月期の通期の業績予想を修正しております。 

詳細につきましては、平成20年11月６日に開示しております「平成21年３月期 業績予想の修正」をご

参照ください。 

  
    

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

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重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

たな卸資産 

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として先入先出法による原価法によって

いましたが、当連結会計年度の第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、主として先入先出法による原価法

（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。この

変更による影響は軽微であります。 

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「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 

当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から、「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）を適用し、

連結決算上必要な修正を行っております。この変更による影響は軽微であります。 

なお、セグメント情報に与える影響は軽微であります。 

  

  

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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 3,394,796 3,584,900 

受取手形及び売掛金 8,302,536 8,526,346 

製品 699,241 636,357 

仕掛品 178,209 167,505 

原材料及び貯蔵品 719,966 851,535 

その他 1,005,679 931,088 

貸倒引当金 △6,922 △8,052 

流動資産合計 14,293,507 14,689,680 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 3,245,524 3,280,531 

機械装置及び運搬具（純額） 3,762,714 2,900,399 

土地 2,220,946 2,056,322 

その他（純額） 523,384 533,914 

有形固定資産合計 9,752,570 8,771,167 

無形固定資産 

のれん 44,553 55,691 

その他 65,324 31,066 

無形固定資産合計 109,877 86,757 

投資その他の資産 1,129,360 1,142,691 

固定資産合計 10,991,808 10,000,616 

資産合計 25,285,316 24,690,297 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 6,402,022 6,529,686 

短期借入金 1,262,744 1,327,919 

未払法人税等 119,585 112,861 

賞与引当金 316,196 278,598 

役員賞与引当金 － 22,500 

その他 1,598,134 1,236,988 

流動負債合計 9,698,682 9,508,554 

固定負債 

長期借入金 2,207,298 1,881,648 

退職給付引当金 922,761 875,882 

役員退職慰労引当金 149,855 142,108 

負ののれん 71,164 － 

その他 22,359 21,607 

固定負債合計 3,373,438 2,921,246 

負債合計 13,072,120 12,429,800 
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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 1,800,000 1,800,000 

資本剰余金 1,777,138 1,777,138 

利益剰余金 7,605,412 7,630,658 

自己株式 △76,528 △76,453 

株主資本合計 11,106,022 11,131,343 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 67,090 66,628 

為替換算調整勘定 301,361 323,744 

評価・換算差額等合計 368,451 390,372 

少数株主持分 738,721 738,781 

純資産合計 12,213,195 12,260,497 

負債純資産合計 25,285,316 24,690,297 
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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 18,507,226 

売上原価 15,921,014 

売上総利益 2,586,212 

販売費及び一般管理費 2,010,944 

営業利益 575,267 

営業外収益 

受取利息 8,925 

受取配当金 2,637 

受取賃貸料 9,835 

廃材売却益 47,768 

負ののれん償却額 6,469 

その他 8,783 

営業外収益合計 84,420 

営業外費用 

支払利息 40,645 

為替差損 107,725 

その他 6,285 

営業外費用合計 154,656 

経常利益 505,030 

特別利益 

固定資産売却益 3,827 

賞与引当金戻入額 40,532 

補助金収入 47,630 

特別利益合計 91,989 

特別損失 

固定資産売却損 2,590 

固定資産除却損 585 

投資有価証券評価損 7,118 

減損損失 236,726 

特別損失合計 247,021 

税金等調整前四半期純利益 349,999 

法人税、住民税及び事業税 133,811 

法人税等調整額 28,598 

少数株主利益 △5,458 

四半期純利益 193,047 

南部化成㈱(7880)平成21年３月期　第２四半期決算短信

- 6 -



【第２四半期連結会計期間】 

（単位：千円） 

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) 

売上高 9,666,549 

売上原価 8,275,589 

売上総利益 1,390,960 

販売費及び一般管理費 1,032,081 

営業利益 358,878 

営業外収益 

受取利息 1,439 

受取配当金 1,777 

受取賃貸料 1,988 

廃材売却益 38,981 

負ののれん償却額 3,881 

その他 8,775 

営業外収益合計 56,844 

営業外費用 

支払利息 24,058 

為替差損 51,293 

その他 14,619 

営業外費用合計 89,971 

経常利益 325,751 

特別利益 

固定資産売却益 2,315 

補助金収入 17,630 

特別利益合計 19,945 

特別損失 

固定資産売却損 2,242 

固定資産除却損 19 

投資有価証券評価損 1,550 

減損損失 236,726 

その他 2,789 

特別損失合計 243,328 

税金等調整前四半期純利益 102,368 

法人税、住民税及び事業税 18,966 

法人税等調整額 81,317 

少数株主利益 △9,749 

四半期純利益 11,832 
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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 349,999 

減価償却費 643,340 

減損損失 236,726 

のれん償却額 4,668 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 47,138 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,747 

賞与引当金の増減額（△は減少） 36,720 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △22,500 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,073 

受取利息及び受取配当金 △11,563 

補助金収入 △47,630 

支払利息 40,645 

為替差損益（△は益） 116,252 

有形固定資産除却損 567 

有形固定資産売却損益（△は益） 980 

投資有価証券評価損益（△は益） 7,118 

売上債権の増減額（△は増加） 207,460 

たな卸資産の増減額（△は増加） 47,728 

仕入債務の増減額（△は減少） △97,584 

その他 △168,886 

小計 1,397,856 

利息及び配当金の受取額 21,451 

補助金の受取額 47,630 

利息の支払額 △43,690 

法人税等の支払額 △128,321 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,294,925 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

有形及び無形固定資産の取得による支出 △1,067,456 

有形及び無形固定資産の売却による収入 5,840 

投資有価証券の取得による支出 △2,682 

事業譲受による支出 △398,600 

その他 46,943 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,415,954 

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 895,198 

短期借入金の返済による支出 △940,911 

長期借入れによる収入 575,000 

長期借入金の返済による支出 △269,738 

自己株式の取得による支出 △75 

配当金の支払額 △219,679 

財務活動によるキャッシュ・フロー 39,794 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △108,869 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △190,104 

現金及び現金同等物の期首残高 3,584,900 

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,394,796 
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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．事業区分については、製品の製造方法に基づいております。 

２．各事業区分の主な製品 

(1)射出製品関連・・・ルームエアコンパネル・エアコンパーツ、冷蔵庫パーツ、エレクトーン外装品、複写機

           パーツ・レーザープリンター外装品・ＦＡＸカバー・通信機器パーツ・ＰＯＳシステム

                     外装品、人工腎臓外筒・人工心肺外筒・医療用ディスポーザルパーツ、導光板、小型メ

                     モリーカード、ビデオカメラ用パーツ、コンピューター関連機器用パーツ、精密ギヤ、

                     自動車内外装パーツ 

(2)押出製品関連・・・システムキッチン関連製品、システムバス関連製品、樹脂サッシ窓枠、介護用ベッド関

           連製品、浄化槽関連製品、棚板、配線ダクト、ローラー付引出し、自動車内外装パーツ

３．会計方針の変更 

（重要な資産の評価基準及び評価方法の変更） 

当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から、「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）を適用しております。この変更による影響は軽微でありま

す。 

（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） 

当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から、「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）を適用し、連結決算

上必要な修正を行っております。この変更による影響は軽微であります。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

ａ.事業の種類別セグメント情報

射出製品関連 
(千円)

押出製品関連
(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

15,160,697 3,346,529 18,507,226 ― 18,507,226

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

117,309 2,177 119,486 (119,486) ―

計 15,278,006 3,348,706 18,626,713 (119,486) 18,507,226

営業利益 795,594 289,929 1,085,523 (510,256) 575,267
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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．地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

東南アジア・・・香港、中華人民共和国、フィリピン 

３．会計方針の変更 

（重要な資産の評価基準及び評価方法の変更） 

当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から、「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）を適用しております。この変更による影響は軽微でありま

す。 

（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） 

当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から、「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）を適用し、連結決算

上必要な修正を行っております。この変更による影響は軽微であります。 

  

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．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。 

東南アジア・・・香港、中華人民共和国、フィリピン 

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。 

  

ｂ.所在地別セグメント情報

日本 
(千円)

東南アジア
(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

9,741,619 8,765,606 18,507,226 ― 18,507,226

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

798,299 318,496 1,116,795 (1,116,795) ―

計 10,539,919 9,084,103 19,624,022 (1,116,795) 18,507,226

営業利益 758,137 314,504 1,072,642 (497,375) 575,267

ｃ.海外売上高

東南アジア 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 8,765,606 8,765,606

Ⅱ 連結売上高(千円) ― 18,507,226

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

47.36 47.36

(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」

前中間連結損益計算書

（要約）四半期連結財務諸表

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(千円)
百分比 
(％)

Ⅰ 売上高 16,116,169 100.0

Ⅱ 売上原価 13,268,514 82.3

   売上総利益 2,847,655 17.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,682,321 10.5

   営業利益 1,165,334 7.2

Ⅳ 営業外収益 58,151 0.4

Ⅴ 営業外費用 30,327 0.2

   経常利益 1,193,158 7.4

Ⅵ 特別利益 18,584 0.2

Ⅶ 特別損失 8,547 0.1

   税金等調整前中間純利益 1,203,195 7.5

   税金費用 330,090 2.1

   少数株主利益 53,511 0.3

   中間純利益 819,592 5.1

南部化成㈱(7880)平成21年３月期　第２四半期決算短信

- 11 -




