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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 169,237 ― 4,097 ― 3,592 ― 759 ―

20年3月期第2四半期 184,891 22.3 3,434 △50.9 2,610 △57.2 △4,375 ―

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 11.15 ―

20年3月期第2四半期 △64.26 ―

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 296,141 76,156 16.0 696.50
20年3月期 340,426 85,786 14.5 724.02

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  47,414百万円 20年3月期  49,287百万円

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

21年3月期（予想） ――― ――― ― 0.00 0.00

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 350,000 △8.7 8,000 17.8 6,500 148.7 1,400 ― 20.55

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） 

(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. 上記に記載した予想数値は、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おります。実際の業績等は、業況の変化等に 
より、上記予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は３ページ【定性的情報・財務諸表等】 「３．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。  

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  68,101,592株 20年3月期  68,101,592株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  26,630株 20年3月期  26,502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  68,075,043株 20年3月期第2四半期  68,094,393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わが国経済は、サブプライムローン問題に端を発した金融市場の混乱や原油・

素材価格の高騰等により、企業収益は減少傾向にあり、景気の後退懸念が一層高まりました。海外においては、米国

景気の低迷が、比較的堅調であった欧州の景気に減速感をもたらしました。アジアでは、中国は高成長を持続しまし

たが、韓国や台湾など一部で景気の減速傾向がみられました。 

 また当社を取巻く経済環境としましては、世界的な景気後退懸念、プラスチック材料や鋼材など原材料価格の高止

まりやアジア地域における人件費上昇等が引き続き懸念材料となっております。 

 このような状況のもと、当社は、国内外グループ企業の組織・技術・人的資源の再編を図り、業務の効率化、合理

化ならびに管理体制の一層の強化を行っており、事業ポートフォリオの再構築とコア品目への経営資源の集中化の一

環として、前連結会計年度末に携帯電話機の外装ケース等の各種プラスチックの射出成形・塗装・組立に高い加工技

術力をもつ株式会社三洋化成製作所を、当第２四半期連結累計期間においては、 先端の3D技術を活用した新製品

の設計開発から完成品の組立までを行っているムネカタ株式会社及び高付加価値プリント配線基板を製造する相互股

份有限公司を、連結子会社から持分法適用関連会社としました。 

 これらの結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高が169,237百万円、営業利益は4,097百万円、経常利益

は第１四半期に計上した為替差損が第２四半期における円高の修正により大幅に減少したこと及び持分法による投資

利益計上により3,592百万円となりました。また、特別損益において関係会社株式売却益1,004百万円及び固定資産売

却益342百万円等1,520百万円を特別利益として計上する一方で、事業構造改善費用972百万円、固定資産減損損失338

百万円及びたな卸資産評価損293百万円等の特別損失1,952百万円を計上した結果、税金等調整前四半期純利益は

3,161百万円となり、税金費用2,717百万円及び少数株主損失315百万円を控除後の四半期純利益は759百万円となりま

した。 

 所在地別セグメントにつきましては次のとおりです。 

（１）国内 

 国内におきましては、薄型テレビをはじめとするデジタル家電の製品開発需要が引き続き順調でありました

が、輸送機器関連金型分野については、特に自動車関連市場の新製品開発が一巡したことにより受注が減少しま

した。また携帯電話、ゲーム機器等についても製品開発の端境期となり需要が停滞しました。その結果、国内で

の売上高は63,460百万円、営業利益は2,777百万円となりました。 

（２）北米 

 北米地域におきましては、サブプライムローン問題を契機にした景気低迷による自動車販売不振に加え、原油

価格の高騰の影響もあり、米国自動車ビッグ３を主要顧客とするカナダ子会社の業績が不振でした。このような

状況のもと、金型部門ではグローバル案件の取り込み、グループ内企業の連携強化等に注力した事業展開を本格

的に開始しております。その結果、北米地域での売上高は8,792百万円、営業利益は132百万円となりました。 

（３）欧州 

 欧州地域におきましては、金融市場の混乱やガソリン価格の高騰等で大型車を中心に自動車市場が販売不振に

陥り、米国市場の落ち込みをカバーしてきた新興国向け市場にも陰りが見え始めております。このため、欧州自

動車大手を主要顧客とする輸送機器関連部門の業績に影響が出ましたが、不採算取引の減少に努めました。その

結果、欧州での売上高は20,805百万円、営業利益は86百万円となりました。 

（４）アジア 

 アジア地域におきましては、民生機器、輸送機器関連の製品開発需要がタイ、インドにおいて引き続き堅調に

推移しましたが、その他地域においては原材料、人件費や原油価格の高騰などのマイナス要因があり、総じて低

調でした。その結果、アジアでの売上高は76,178百万円、営業利益は1,355百万円となりました。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計年度末における総資産は、296,141百万円となり、前連結会計年度末に比べ44,284百万円減

少いたしました。これは主に、連結経営成績に関する定性的情報に記載されているように、ムネカタ株式会社及び相

互股份有限公司を連結子会社から持分法適用関連会社としたことならびに会計基準等の改正が大きく影響しておりま

す。 

 その結果、流動資産は、前連結会計年度末に比べ24,136百万円減少し154,091百万円となりました。これは主に、

現金及び預金が6,670百万円、売上債権が7,245百万円、たな卸資産が9,151百万円、未収還付法人税等が1,764百万円

それぞれ減少したことによるものであります。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べ20,148百万円減少し142,050百万円となりました。これは主に、為替変動及

び除売却等により有形固定資産が18,096百万円減少したことによるものであります。 
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 負債は、前連結会計年度末に比べ34,655百万円減少し219,984百万円となりました。これは主に、仕入債務が9,454

百万円、借入金が16,408百万円、未払金が5,528百万円それぞれ減少したことによるものであります。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べ9,629百万円減少し76,156百万円となりました。これは主に、759百万円の四半

期純利益を計上した一方で、為替変動による為替換算調整勘定が2,996百万円、少数株主持分が7,757百万円それぞれ

減少したことによるものであります。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 米国発の金融危機が世界的に実体経済に影響を及ぼすなかで、景況悪化による需要減退や円高の影響等を見極める

必要があるため、現時点においては、平成20年５月21日に公表いたしました通期業績予想を据え置いております。 

  

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） 

 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 

 該当事項はありません。 

 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 

 会計処理基準に関する事項の変更 

 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。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たな卸資産の評価基準の変更 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として原価法によっておりましたが、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、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法）により

算定しております。 

 これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益は67百万円減少し、税金等調整前四半期

純利益は361百万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。 

 ③リース取引に関する会計基準の適用 

 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日以後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、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係

る会計処理によっております。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の減価償却

の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額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リース会計基準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、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。 

 この変更が総資産及び損益に与える影響は軽微であります。 

 ④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 

 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。 

 これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞ

れ127百万円増加しております。 

 また、当該修正により当連結会計年度期首の利益剰余金が386百万円増加しております。 

 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。 
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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：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 35,846 42,517

受取手形及び売掛金 77,804 85,049

有価証券 1,703 1,747

商品及び製品 4,352 7,333

仕掛品 15,128 20,541

原材料及び貯蔵品 5,863 6,621

繰延税金資産 1,827 1,651

未収還付法人税等 298 2,062

その他 14,263 13,676

貸倒引当金 △2,996 △2,973

流動資産合計 154,091 178,227

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 57,999 68,903

減価償却累計額 △26,032 △30,107

建物及び構築物（純額） 31,967 38,795

機械装置及び運搬具 99,086 114,206

減価償却累計額 △72,574 △81,711

機械装置及び運搬具（純額） 26,512 32,494

工具、器具及び備品 33,793 37,772

減価償却累計額 △23,232 △25,548

工具、器具及び備品（純額） 10,561 12,223

土地 28,716 34,608

建設仮勘定 6,488 4,218

有形固定資産合計 104,245 122,341

無形固定資産   

のれん 12,568 14,290

その他 2,483 2,649

無形固定資産合計 15,052 16,940

投資その他の資産   

投資有価証券 13,237 10,718

長期貸付金 1,820 2,172

差入保証金 1,818 2,059

繰延税金資産 972 1,149

その他 5,308 7,265

貸倒引当金 △405 △448

投資その他の資産合計 22,752 22,916

固定資産合計 142,050 162,198

資産合計 296,141 340,426
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（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 44,335 53,790

短期借入金 61,451 68,033

1年内返済予定の長期借入金 18,102 20,573

未払金 4,845 10,373

リース債務 1,010 1,117

未払法人税等 3,024 2,695

未払消費税等 992 854

未払費用 6,348 6,925

繰延税金負債 365 1,161

賞与引当金 2,448 2,554

その他 12,866 12,709

流動負債合計 155,791 180,788

固定負債   

社債 1,396 2,194

長期借入金 47,415 54,771

リース債務 1,992 2,409

繰延税金負債 4,689 5,496

再評価に係る繰延税金負債 27 27

退職給付引当金 5,968 5,781

役員退職慰労引当金 539 653

その他 2,162 2,517

固定負債合計 64,192 73,851

負債合計 219,984 254,640

純資産の部   

株主資本   

資本金 30,755 30,755

資本剰余金 1,059 26,623

利益剰余金 11,321 △15,387

自己株式 △29 △29

株主資本合計 43,106 41,961

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6 31

繰延ヘッジ損益 － △2

土地再評価差額金 △156 △156

為替換算調整勘定 4,457 7,453

評価・換算差額等合計 4,307 7,326

新株予約権 55 53

少数株主持分 28,686 36,444

純資産合計 76,156 85,786

負債純資産合計 296,141 340,426
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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 169,237

売上原価 143,166

売上総利益 26,071

販売費及び一般管理費 21,973

営業利益 4,097

営業外収益  

受取利息 418

デリバティブ評価益 72

持分法による投資利益 430

その他 1,759

営業外収益合計 2,680

営業外費用  

支払利息 2,240

為替差損 70

シンジケートローン手数料 230

その他 644

営業外費用合計 3,186

経常利益 3,592

特別利益  

固定資産売却益 342

貸倒引当金戻入額 115

関係会社株式売却益 1,004

その他 57

特別利益合計 1,520

特別損失  

固定資産除売却損 153

事業構造改善費用 972

たな卸資産評価損 293

減損損失 338

その他 193

特別損失合計 1,952

税金等調整前四半期純利益 3,161

法人税、住民税及び事業税 2,894

法人税等調整額 △176

法人税等合計 2,717

少数株主損失（△） △315

四半期純利益 759
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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 3,161

減価償却費 6,271

のれん償却額 579

退職給付引当金の増減額（△は減少） 473

貸倒引当金の増減額（△は減少） 593

賞与引当金の増減額（△は減少） △82

固定資産除売却損益（△は益） △189

事業構造改善費用 972

減損損失 338

受取利息及び受取配当金 △442

支払利息 2,240

売上債権の増減額（△は増加） △7,349

たな卸資産の増減額（△は増加） 5,198

仕入債務の増減額（△は減少） △225

その他の流動資産の増減額（△は増加） △524

その他の固定資産の増減額（△は増加） 621

その他の流動負債の増減額（△は減少） △1,830

その他の固定負債の増減額（△は減少） △259

その他 △764

小計 8,783

利息及び配当金の受取額 410

利息の支払額 △2,380

法人税等の支払額 △2,461

法人税等の還付額 1,700

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,051

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 △1,923

定期預金の払戻による収入 1,759

関係会社株式の取得による支出 △382

有形固定資産の取得による支出 △12,316

有形固定資産の売却による収入 1,605

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

764

短期貸付金の増減額（△は増加） △25

長期貸付けによる支出 △346

長期貸付金の回収による収入 273

その他 △551

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,142

㈱アーク（7873）　平成21年３月期　第２四半期決算短信

－ 7 －



（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) 

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） 5,201

長期借入れによる収入 4,988

長期借入金の返済による支出 △8,707

社債の償還による支出 △501

少数株主への配当金の支払額 △451

その他 △597

財務活動によるキャッシュ・フロー △67

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,360

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △6,518

現金及び現金同等物の期首残高 41,466

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △3

現金及び現金同等物の四半期末残高 34,944
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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

基づいて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 

 該当事項はありません。 

  

（５）セグメント情報  

a．事業の種類別セグメント情報 

 当社グループは、企画、デザイン、設計から試作品、金型・成形品等の製造に至るまで、お客様の新製品開発

活動を一貫して支援することを主な事業内容としており、「デザイン・設計」、「モデル」、「金型・成形

品」、「その他」の個々の品目にとどまらず、これらの品目を総合的に提供することで独自の事業展開を図って

おります。事業の種類の区分は、製・商品、役務等の種類、性質、製造方法、販売市場等の類似性に基づき検討

がなされますが、当社グループは、新製品開発支援を目的としてお客様に各品目を総合的に提供する観点から各

品目の有機的な関連性を考慮し、事業の種類別セグメントを単一セグメントとしております。そのため、事業の

種類別セグメント情報は記載しておりません。 

  

b．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） 

  

（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。 

北米…………米国、メキシコ、カナダ、ブラジル 

欧州…………英国、フランス、ハンガリー、ドイツ、ルーマニア、イタリア、オランダ、ポーランド、 

      チェコ 

アジア………タイ、韓国、マレーシア、台湾、オーストラリア、中国、シンガポール、インドネシア、 

      ベトナム、フィリピン、インド 

   ３． 「定性的情報・財務諸表等」の４．（３）②に記載のとおり、通常の販売目的で保有するたな卸資産につ

いては、従来、主として原価法によっておりましたが、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、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法）により算定しております。 

 これにより、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営業利益が国内で85百万

円減少、北米で19百万円増加し、アジアで２百万円減少しております。 

   ４． 「定性的情報・財務諸表等」の４．（３）④に記載のとおり、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。 

 これにより、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営業利益が北米で127百

万円増加しております。 

  
国内 

（百万円） 
北米

（百万円）
欧州

（百万円）
アジア

（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 
 63,460  8,792  20,805  76,178  169,237 －  169,237

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 2,187  60  99  2,772  5,120 (5,120) － 

計  65,647  8,853  20,905  78,951  174,357 (5,120)  169,237

営業利益  2,777  132  86  1,355  4,351 (253)  4,097
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c．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） 

（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。 

北米…………米国、メキシコ、カナダ、ブラジル 

欧州…………英国、フランス、ハンガリー、ドイツ、ルーマニア、イタリア、オランダ、ポーランド、 

      チェコ 

アジア………タイ、韓国、マレーシア、台湾、オーストラリア、中国、シンガポール、インドネシア、  

ベトナム、フィリピン、インド 

３．海外売上高は、提出会社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高の合計額（ただし、連結

会社間の内部売上高は除く。）であります。 

  

  北米 欧州 アジア 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  10,965  22,934  74,873  108,773

Ⅱ 連結売上高（百万円）        169,237

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占

める割合（％） 
 6.5  13.6  44.2  64.3

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 当社は、欠損てん補のため平成20年６月27日の定時株主総会において、資本準備金を取り崩し、その他資本剰

余金に振り替えることを決議いたしました。また同日付けで、その他資本剰余金を利益剰余金に振り替えること

を決議した結果、当第２四半期連結会計期間末までに、その他資本剰余金が25,563百万円減少し、利益剰余金が

同額増加しております。 

㈱アーク（7873）　平成21年３月期　第２四半期決算短信

－ 10 －



  

「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

  

  
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） 

区分 金額（百万円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高        184,891 100.0 

Ⅱ 売上原価        159,053 86.0 

売上総利益        25,837 14.0 

Ⅲ 販売費及び一般管理費        22,402 12.1 

営業利益        3,434 1.9 

Ⅳ 営業外収益           

  １．受取利息  393     

２．受取配当金  7            

３．受取賃貸料  172            

４．為替差益  421            

５．受取助成金  46            

６．受取手数料  146            

７．持分法による投資利益  379            

８．その他  921  2,488 1.3 

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  2,315            

２．貸倒引当金繰入額  88            

３．シンジケートローン組成費用  271            

４．その他  637  3,312 1.8 

経常利益        2,610 1.4 

Ⅵ 特別利益                  

１．固定資産売却益  140            

２．受取保険金  3            

３．投資有価証券売却益  10            

４．貸倒引当金戻入額  14            

５．償却債権取立益  45            

６．その他  14  228 0.1 

Ⅶ 特別損失                  

１．固定資産除売却損  133            

２．事業再構築関連費用  1,180            

３．減損損失  2,723            

４．その他  37  4,074 2.2 

税金等調整前中間純損失（△）       △1,235 △0.7

法人税、住民税及び事業税  2,015            

法人税等調整額 △328  1,686 0.9 

少数株主利益        1,453 0.8 

中間純損失（△）       △4,375 △2.4
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（２）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） 

区分 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損失   △1,235

 減価償却費   7,779

 のれん償却額   654

 退職給付引当金の増加（△減少）額   589

 貸倒引当金の増加額   768

 賞与引当金の増加額   98

 固定資産除売却損   133

 固定資産売却益   △140

 事業再構築関連費用   1,180

 減損損失   2,723

 受取利息及び受取配当金   △400

 支払利息   2,315

 売上債権の減少（△増加）額   6,802

 たな卸資産の減少（△増加）額   △649

 その他流動資産の増加額   △2,843

 その他固定資産の増加額   △165

 仕入債務の増加（△減少）額   △4,602

 その他流動負債の増加（△減少）額   △3,485

 その他固定負債の増加（△減少）額   △201

 役員賞与の支払額   △100

 その他   △1,441

小計   7,778

 利息及び配当金の受取額   420

 利息の支払額   △2,301

 法人税等の支払額   △3,037

営業活動によるキャッシュ・フロー   2,858

Ⅱ 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   △2,076

 定期預金の払戻による収入   1,457

 投資有価証券の取得による支出   △968

 投資有価証券の売却による収入   2,051

 有形固定資産の取得による支出   △12,760

 有形固定資産の売却による収入   2,341

 新規連結子会社の取得による収入   150

 連結範囲変更を伴う連結子会社の売却による収入   286

 短期貸付金の純増加額   △92

 長期貸付けによる支出   △1,274

 長期貸付金の回収による収入   110

 その他   354

投資活動によるキャッシュ・フロー   △10,420
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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（百万円）

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入金の純増加額   2,023

 長期借入れによる収入   10,347

 長期借入金の返済による支出   △10,591

 社債の償還による支出   △388

 配当金の支払額   △510

 その他   △1,174

財務活動によるキャッシュ・フロー   △294

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額   538

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加（△減少）額   △7,317

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   48,246

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高   40,928
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（３）セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

 当社グループは、企画、デザイン、設計から試作品、金型・成形品等の製造に至るまで、お客様の新製品開発

活動を一貫して支援することを主な事業内容としており、「デザイン・設計」、「モデル」、「金型・成形

品」、「その他」の個々の品目にとどまらず、これらの品目を総合的に提供することで独自の事業展開を図って

おります。事業の種類の区分は、製・商品、役務等の種類、性質、製造方法、販売市場等の類似性に基づき検討

がなされますが、当社グループは、新製品開発支援を目的としてお客様に各品目を総合的に提供する観点から各

品目の有機的な関連性を考慮し、事業の種類別セグメントを単一セグメントとしております。そのため、事業の

種類別セグメント情報は記載しておりません。 

ｂ．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） 

 （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。 

              北米…………米国、メキシコ、カナダ、ブラジル 

              欧州…………英国、フランス、ハンガリー、ドイツ、ルーマニア、イタリア、オランダ、ポーランド、 

                          チェコ 

              アジア………タイ、韓国、マレーシア、台湾、オーストラリア、中国、シンガポール、インドネシア、 

          ベトナム、フィリピン、インド 

  

  
国内 

（百万円） 
北米

（百万円） 
欧州

（百万円） 
アジア

（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 
 75,273   14,735   18,585   76,297   184,891 ―    184,891

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 1,595   20   145   2,687   4,449 (4,449)  ―  

計    76,868   14,756   18,730   78,985   189,341 (4,449)    184,891

営業費用    73,829   14,078   19,757   77,936   185,603 (4,146)    181,456

営業利益又は営業損失

（△） 
   3,038   677   △1,026   1,048   3,738 (303)    3,434

ｃ．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） 

（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。 

          北米…………米国、メキシコ、カナダ、ブラジル 

         欧州…………英国、フランス、ハンガリー、ドイツ、ルーマニア、イタリア、オランダ、ポーランド 

                      チェコ  

         アジア………タイ、韓国、マレーシア、台湾、オーストラリア、中国、シンガポール、インドネシア、 

                      ベトナム、フィリピン、インド 

      ３．海外売上高は、提出会社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高の合計額（ただし、連結会

          社間の内部売上高は除く。）であります。 

  北米 欧州 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  16,299  21,175  78,719  116,193

Ⅱ 連結売上高（百万円）        184,891

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める

割合（％） 
8.8 11.4 42.6 62.8 
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