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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 29,905 △4.5 610 △64.8 558 △67.7 192 △77.9
20年3月期第2四半期 31,319 28.0 1,736 99.8 1,729 106.1 871 59.9

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 14.20 14.10
20年3月期第2四半期 69.19 68.65

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 46,724 10,980 19.5 672.30
20年3月期 47,673 11,016 19.3 678.42

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  9,103百万円 20年3月期  9,188百万円

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  

20年３月期期末配当金の内訳 記念配当３円00銭  

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 ― 5.00 ― 8.00 13.00
21年3月期 ― 6.50 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 6.50 13.00

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 61,230 △3.0 1,300 △53.4 1,110 △58.7 430 △67.7 31.75

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、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。 
 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。実際の実績等は、業績の変化等によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

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  13,581,860株 20年3月期  13,581,860株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  41,770株 20年3月期  37,550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  39,913株 20年3月期第2四半期  32,512株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国から端を発した金融危機の影響による世界経済悪化への懸

念が高まるなか、原油・素材価格の高止まりや、個人消費の低迷、企業収益の伸び悩み等の不安要因により、景気は

停滞しました。 

 当業界におきましても、お客様の事業戦略が大きく変化する中、それへの迅速な対応が強く求められるとともに、

前期から引き続き原油、ナフサ価格の上昇により、原材料価格の高止まりの状況が続き、厳しい事業環境となりまし

た。  

 このような状況下において、当第２四半期連結累計期間の売上高は、29,905,017千円（前年同期比4.5％減）となり

ました。他方、損益面では徹底した原価低減活動を実施したものの、経常利益は558,225千円（前年同期比67.7％減）

となりました。また、税金等調整前四半期純利益は553,317千円（前年同期比68.3％減）となり、四半期純利益は

192,295千円（前年同期比77.9％減）となりました。  

  

事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。  

 ① 成形品事業  

 車両分野において、戦略的分野として位置づけている四輪部品事業では、積極的な営業展開を実施した結果、受注

機種数は増加したものの、二輪部品事業では世界的な景気減速の影響を受け、中・大型バイク部品の受注数量が減少

した結果、前年同期比減収となりました。又、ＯＡ分野においては、精密機能部品及び特殊成形部品等への狙いを絞

った積極的な営業展開を行いましたが、グローバルでの価格競争と言う厳しい受注環境により、前年同期比減収とな

りました。又、通信機器分野においては、国内・海外ともに受注数量が減少する中、国内では積極的な営業展開を実

施した結果、受注機種数は増加したものの、海外では受注機種数が減少となったため、前年同期比減収となりまし

た。 

 その結果、当事業区分における第２四半期連結累計期間の売上高は29,253,816千円（前年同期比4.0％減）、営業利

益は557,786千円（前年同期比66.7％減）となりました。  

 ② その他の事業  

 その他の事業では、移動通信機器等の販売を中心に積極的な事業展開を行ったものの、第２四半期連結累計期間の

売上高は651,201千円（前年同期比23.3％減）、営業利益は52,251千円（前年同期比9.4％減）となりました。  

 

 所在地別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。  

 ① 日本  

 成形品事業、特に通信機器分野の寄与があったものの、第２四半期連結累計期間の売上高は24,359,429千円（前年

同期比7.7％減）、営業利益は274,061千円（前年同期比82.5％減）となりました。  

 ② 中国  

 携帯電話筐体部品等の受注数量・機種数の減少等により、第２四半期連結累計期間の売上高は2,511,346千円（前年

同期比8.3％減）、営業損失は14,716千円（前年同期比15.4％増）となりました。  

 ③ 東南アジア  

 インドネシアにおける四輪部品等の受注数量の増加により、第２四半期連結累計期間の売上高は3,034,241千円（前

年同期比38.6％増）、営業利益は355,412千円（前年同期比209.1％増）となりました。  

  

① 流動資産  

 当第２四半期連結累計期間末における流動資産合計は、24,220,931千円となり、前連結会計年度末と比べ1,728,383

千円減少しました。これは二輪部品分野における売上高の減少等に伴う受取手形及び売掛金の減少（1,701,737千円

減）が主な要因であります。  

 ② 固定資産  

 当第２四半期連結累計期間末における固定資産合計は、22,503,294千円となり、前連結会計年度末と比べ778,894千

円増加しました。これは有形固定資産の増加（348,656千円増）、その他の投資の増加（長期貸付金で337,860千円

増）が主な要因であります。  

 ③ 流動負債  

 当第２四半期連結累計期間末における流動負債合計は、24,113,245千円となり、前連結会計年度末と比べ1,712,965

千円減少しました。これは一年内返済予定の長期借入金の増加（235,625千円増）があったものの、受注量の減少によ

る支払手形及び買掛金の減少（930,979千円減）、及び賞与引当金の減少（543,670千円減）、未払法人税等の減少

（206,032千円減）が主な要因であります。  

 ④ 固定負債  

 当第２四半期連結累計期間末における固定負債合計は、11,630,576千円となり、前連結会計年度末と比べ799,244千

円増加しました。これは長期借入金の増加（753,335千円増）が主な要因であります。  

 ⑤ 純資産  

 当第２四半期連結累計期間末における純資産合計は、10,980,403千円となり、前連結会計年度末と比べ35,767千円

減少しました。これは利益剰余金の増加（81,065千円増）、少数株主持分の増加（50,013千円増）があったものの、

その他有価証券評価差額金の減少（142,033千円減）、為替換算調整勘定の減少（22,971千円減）が主な要因でありま

・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
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す。  

 

 

  資本の財源及び資金の流動性についての分析  

当第２四半期連結累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、前第２四半期連結累計期間

末と比較して1,871,243千円減少し、2,097,792千円（前年同期比47.1％減）となりました。 

 

 ①営業活動によるキャッシュ・フロー  

 営業活動により得られた資金は75,603千円（前年同期比9.5％増）となりました。増加要因は主に、税金等調整前四

半期純利益553,317千円、減価償却費1,173,529千円、売上債権の減少額1,659,749千円などによるものです。減少要因

は主に、賞与引当金の減少額543,670千円、たな卸資産の増加額626,923千円、仕入債務の減少額901,621千円によるも

のです。  

 

 ②投資活動によるキャッシュ・フロー  

 投資活動により使用した資金は2,552,499千円（前年同期比141.3％増）となりました。これは主に、有形固定資産

の取得による支出1,337,538千円、預金の預入による支出753,225千円、長期貸付けによる支出337,920千円などによる

ものです。  

 

 ③財務活動によるキャッシュ・フロー  

 財務活動により得られた資金は984,190千円（前年同期比22.7％減）となりました。これは主に長期借入れによる収

入2,226,450千円などによるものです。  

  

今後の業績予想につきましては、平成20年10月31日付「業績予想の修正に関するお知らせ」にて公表しました業績

予想から変更はありません。 

  
  

該当事項はありません。 

  

①原価差異の配賦方法  

予定価格等を適用しているために原価差異が生じた場合、当該原価差異の棚卸資産と売上原価への配賦を、年度決

算と比較して簡便的に事業の種類別セグメント区分により実施する方法によっております。 

②固定資産の減価償却費の算定方法  

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によって

おります。  

③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。  

④税金費用の計算  

当連結会計年度の税引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もり、税引前四半期純利

益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。  

⑤経過勘定項目の算定方法  

固定費的な要素が大きく、予算と実績の差異が僅少なものについては、合理的な算定方法による概算額で計上する

方法によっております。  

⑥未実現損益の消去  

四半期連結会計期間末在庫高に占める当該棚卸資産の金額及び当該取引に係る損益率を合理的に見積って計算して

おります。  

  

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」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業

会計基準適用指針第14号)を第１四半期連結会計期間から適用しております。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。  

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

㈱タカギセイコー(4242)平成21年３月期　第２四半期決算短信

－　3　－



 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、経常利益

及び税金等調整前四半期純利益が24,422千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り扱いの適用  

「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ております。  

 これに伴う、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に与える影響はあ

りません。 

④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。  

 また、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、残存価額をゼロとして算定する方法によって

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。  

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、リース資産が有形固定資産に446,232千円計上されました。なお、

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に与える影響は軽微であります。 
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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 2,695,417 3,593,213 

受取手形及び売掛金 9,975,914 11,677,651 

商品 2,946 5,199 

製品 624,394 637,637 

原材料 1,086,680 961,292 

仕掛品 4,035,554 3,499,818 

貯蔵品 235,196 266,534 

未収入金 4,239,532 4,013,291 

その他 1,327,749 1,296,132 

貸倒引当金 △2,454 △1,456 

流動資産合計 24,220,931 25,949,314 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 4,692,893 4,831,374 

機械装置及び運搬具（純額） 5,938,209 6,304,321 

土地 5,382,112 5,382,112 

建設仮勘定 483,367 30,179 

その他（純額） 1,286,481 886,418 

有形固定資産合計 17,783,063 17,434,407 

無形固定資産 

のれん 145,541 142,927 

その他 459,097 458,366 

無形固定資産合計 604,638 601,294 

投資その他の資産 

投資有価証券 1,529,108 1,573,057 

その他 2,622,713 2,151,870 

貸倒引当金 △36,230 △36,230 

投資その他の資産合計 4,115,592 3,688,697 

固定資産合計 22,503,294 21,724,399 

資産合計 46,724,225 47,673,714 
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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) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 14,214,384 15,145,363 

短期借入金 2,048,286 1,991,208 

1年内返済予定の長期借入金 2,727,243 2,491,618 

1年内償還予定の社債 998,600 996,500 

未払法人税等 400,619 606,651 

賞与引当金 892,864 1,436,535 

役員賞与引当金 24,237 89,519 

その他 2,807,010 3,068,813 

流動負債合計 24,113,245 25,826,210 

固定負債 

長期借入金 7,146,563 6,393,227 

退職給付引当金 4,147,551 4,106,691 

役員退職慰労引当金 153,971 230,653 

その他 182,491 100,758 

固定負債合計 11,630,576 10,831,332 

負債合計 35,743,822 36,657,543 

純資産の部 

株主資本 

資本金 2,080,955 2,080,955 

資本剰余金 1,767,387 1,767,387 

利益剰余金 5,033,166 4,952,100 

自己株式 △17,347 △15,505 

株主資本合計 8,864,161 8,784,937 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 105,286 247,320 

為替換算調整勘定 133,565 156,536 

評価・換算差額等合計 238,851 403,857 

少数株主持分 1,877,389 1,827,376 

純資産合計 10,980,403 11,016,171 

負債純資産合計 46,724,225 47,673,714 

㈱タカギセイコー(4242)平成21年３月期　第２四半期決算短信

－　6　－



(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 29,905,017 

売上原価 26,349,959 

売上総利益 3,555,058 

販売費及び一般管理費 2,944,108 

営業利益 610,950 

営業外収益 

受取利息 15,705 

受取配当金 15,673 

作業屑売却収入 52,366 

その他 73,908 

営業外収益合計 157,654 

営業外費用 

支払利息 152,557 

為替差損 2,663 

その他 55,158 

営業外費用合計 210,378 

経常利益 558,225 

特別利益 

固定資産売却益 8,273 

投資有価証券売却益 13,000 

特別利益合計 21,273 

特別損失 

固定資産売却損 285 

固定資産除却損 25,895 

特別損失合計 26,181 

税金等調整前四半期純利益 553,317 

法人税等 297,345 

少数株主利益 63,676 

四半期純利益 192,295 
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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 553,317 

減価償却費 1,173,529 

賞与引当金の増減額（△は減少） △543,670 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △65,282 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 11,142 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △76,682 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 997 

受取利息及び受取配当金 △31,379 

支払利息 152,557 

為替差損益（△は益） 5,757 

持分法による投資損益（△は益） 1,066 

投資有価証券売却損益（△は益） △13,000 

有形固定資産売却損益（△は益） △7,987 

有形固定資産除却損 25,895 

売上債権の増減額（△は増加） 1,659,749 

たな卸資産の増減額（△は増加） △626,923 

仕入債務の増減額（△は減少） △901,621 

その他 △612,558 

小計 704,908 

利息及び配当金の受取額 32,667 

利息の支払額 △160,258 

法人税等の支払額 △501,713 

営業活動によるキャッシュ・フロー 75,603 

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 △753,225 

定期預金の払戻による収入 163,600 

有形固定資産の取得による支出 △1,337,538 

有形固定資産の売却による収入 6,000 

無形固定資産の取得による支出 △45,607 

投資有価証券の取得による支出 △101,612 

投資有価証券の売却による収入 113,000 

子会社株式の取得による支出 △239,776 

長期貸付けによる支出 △337,920 

その他 △19,421 

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,552,499 
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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 

短期借入金の純増減額（△は減少） 71,746 

長期借入れによる収入 2,226,450 

長期借入金の返済による支出 △1,190,915 

リース債務の返済による支出 △77,954 

自己株式の取得による支出 △1,841 

配当金の支払額 △108,354 

少数株主への配当金の支払額 △26,718 

少数株主からの払込みによる収入 101,678 

その他 △9,899 

財務活動によるキャッシュ・フロー 984,190 

現金及び現金同等物に係る換算差額 5,283 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,487,421 

現金及び現金同等物の期首残高 3,585,213 

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,097,792 
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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。 

  

①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） 

                                                                                （単位：千円） 

 
（注）１．事業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．各事業の主な製品 

    (1)成形品事業 …車両（二輪・四輪）、建機等の車両機器部品 

             プリンター、複写機等のＯＡ機器部品      

                         携帯電話筐体部品 

    (2)その他の事業…携帯電話を中心とする通信機器端末の販売、不動産賃貸 

             損害保険の販売代理及び人材派遣業等 

  

②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） 

                                                                                （単位：千円） 

 
（注）１．国又は地域は、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)中国…中華人民共和国、香港 

    (2)東南アジア…インドネシア、タイ 

  
③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） 

                                                                            （単位：千円、％） 

 
（注）１．国又は地域は、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)中国…中華人民共和国、香港他 

    (2)欧米…米国、アイルランド、スペイン、フィンランド他 

    (3)東南アジア…インドネシア、タイ他 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

成形品事業 その他の事業 計 消去又は全社 連結

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 29,253,816 651,201 29,905,017 － 29,905,017

(2) セグメント間の内部売上高
又は振替高

27,364 37,885 65,250 (65,250) －

計 29,281,181 689,086 29,970,267 (65,250) 29,905,017

営業利益 557,786 52,251 610,038 912 610,950

日本 中国 東南アジア 計 消去又は全社 連結

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 24,359,429 2,511,346 3,034,241 29,905,017 － 29,905,017

(2) セグメント間の内部売上
高又は振替高

153,314 280,607 － 433,921 (433,921) －

計 24,512,744 2,791,953 3,034,241 30,338,939 (433,921) 29,905,017

営業利益又は営業損失（△） 274,061 △14,716 355,412 614,758 (3,808) 610,950

中国 欧米 東南アジア 計

Ⅰ 海外売上高 1,248,426 105,427 3,378,636 4,732,491

Ⅱ 連結売上高 － － － 29,905,017

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合

4.2 0.3 11.3 15.8
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   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。 

(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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前四半期に係る財務諸表等 

(1) 中間連結損益計算書 

「参考」

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 31,319,724 100.0

Ⅱ 売上原価 26,730,492 85.3

   売上総利益 4,589,231 14.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,853,096 9.1

   営業利益 1,736,135 5.6

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 17,085

 ２ 受取配当金 14,688

 ３ 為替差益 52,984

 ４ 広告支援料 －

 ５ 作業屑売却収入 44,751

 ６ その他 66,417 195,927 0.6

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 149,606

 ２ 持分法による 
   投資損失

－

 ３ その他 52,928 202,535 0.7

   経常利益 1,729,527 5.5

Ⅵ 特別利益

  １ 固定資産売却益 10,886

 ２ 匿名組合利益 45,213 56,099 0.2

Ⅶ 特別損失

  １ 固定資産売却損 1,902

 ２ 固定資産除却損 40,229

 ３ その他 － 42,131 0.1

   税金等調整前 
   中間(当期)純利益

1,743,495 5.6

   法人税、住民税及び 
   事業税

733,737

   法人税等調整額 139,280 873,018 2.8

   少数株主損失 △ 738 0.0

   中間(当期)純利益 871,215 2.8
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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)

区分 金額(千円)

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(当期) 
   純利益

1,743,495

 ２ 減価償却費 1,046,951

 ３ 賞与引当金の増加額 
        （△減少額）

△ 139,910

 ４ 役員賞与引当金の増加額  
        （△減少額）

△ 42,975

 ５ 退職給付引当金の増加額 94,558

 ６ 役員退職給与引当金の
   増加額

10,513

 ７ 貸倒引当金の増加額 
        （△減少額）

145

 ８ 受取利息及び受取配当金 △ 31,774

 ９ 支払利息 149,606

 10 為替差損益 △ 58,048

 11 持分法による投資損失
         （△利益）

△ 1,610

 12 有形固定資産売却益 △ 10,886

 13 有形固定資産売却損 1,902

 14 有形固定資産除却損 40,229

 15 売上債権の減少額 
        （△増加額）

1,242,401

 16 たな卸資産の減少額 
        （△増加額）

46,926

 17 未収入金の増加額 △ 2,273,355

 18 仕入債務の増加額 
        （△減少額）

△ 350,994

 19 役員賞与の支払額 －

 20 その他 △ 146,667

    小計 1,320,508

 20 利息及び配当金の受取額 32,552

 21 利息の支払額 △ 149,426

 22 法人税等の支払額 △ 1,134,568

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー

69,065
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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(千円)

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー

 １ 定期預金の預入による支出 △ 12,500

 ２ 定期預金の払戻による収入 34,901

 ３ 有形固定資産の取得による 
   支出

△ 1,154,028

 ４ 有形固定資産の売却による 
   収入

33,154

 ５ 無形固定資産の取得による 
   支出

△ 37,607

 ６ 投資有価証券の取得による 
   支出

△ 3,000

 ７ 投資有価証券の売却による 
   収入

86,208

 ８ 子会社株式の取得による 
   支出

－

 ９ その他 △ 5,101

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー

△ 1,057,973

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー

 １ 短期借入金の増加額 420,691

 ２ 長期借入れによる収入 1,000,000

 ３ 長期借入金の返済による 
   支出

△ 1,157,178

 ４ 株式の発行による収入 1,045,602

 ５ 自己株式の取得による支出 △ 1,390

 ６ 配当金の支払額 △ 114,835

 ７ 少数株主からの払込収入 －

 ８ 少数株主への配当金の
   支払額

△ 3,600

 ９ その他 84,024

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー

1,273,313

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
  換算差額

△ 14,658

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 
  （△減少額）

269,747

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  期首残高

3,699,289

Ⅶ 連結の範囲増加に伴う現金 
  及び現金同等物の増加額

－

Ⅷ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高

3,969,036
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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） 

（単位：千円）

 
［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） 

（単位：千円）

 
［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） 

（単位：千円）

成形品事業 
(千円)

その他の事業
(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

30,471,019 848,704 31,319,724 ― 31,319,724

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

6,269 36,897 43,167 (43,167) ―

計 30,477,289 885,602 31,362,892 (43,167) 31,319,724

営業費用 28,799,771 827,897 29,627,668 (44,079) 29,583,589

営業利益 1,677,518 57,704 1,735,223 912 1,736,135

日本(千円) 中国(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

26,391,710 2,738,471 2,189,543 31,319,724 ― 31,319,724

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

274,319 306,274 61 580,655 (580,655) ―

計 26,666,029 3,044,745 2,189,604 31,900,379 (580,655) 31,319,724

営業費用 25,102,081 3,057,499 2,074,613 30,234,193 (650,604) 29,583,589

営業利益又は営業損失(△) 1,563,948 △12,753 114,991 1,666,185 69,949 1,736,135

中国 欧米 東南アジア 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 964,578 607,673 2,489,184 4,061,437

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― 31,319,724

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

3.1 1.9 7.9 13.0
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