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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） 

（注）平成19年10月１日をもって普通株式１株を1.1株に分割しております。株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の平成20年３月期第２四半期の１株当たり四半
期純利益は、102円03銭であります。  

(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 20,108 ― 398 ― 362 ― 217 ―

20年3月期第2四半期 21,347 11.9 704 34.3 868 60.3 927 69.6

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 24.42 ―

20年3月期第2四半期 112.24 ―

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 20,911 10,117 47.5 1,117.70
20年3月期 20,939 10,699 50.3 1,183.94

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  9,933百万円 20年3月期  10,522百万円

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 ― 20.00 20.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 20.00 20.00

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 44,000 2.3 850 △42.4 820 △39.3 445 △60.1 50.07

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【定期性情報・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【定期性情報・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） 

平成19年10月１日をもって普通株式１株を1.1株に分割しております。株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の平成20年３月期第２四半期の期中平均株式
数は9,088,658株であります。  

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成20年10月15日に公表いたしました連結・個別業績予測のうち、第２四半期累計期間予測を修正いたしております。詳細は、平成20年11月13日に公表いたしました
「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 
２．業績予想につきましては、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。従いまして、実際の業績等は、この資料
に記載されている予測とは大きく異なる場合がありますことをご承知おき下さい。 
３．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 平成19年３月14日）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 平成19年３月14日）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 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  9,127,338株 20年3月期  9,127,338株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  239,698株 20年3月期  239,598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  8,887,706株 20年3月期第2四半期  8,262,416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、株式市況の悪化、原油や原材料の価格高騰、為替相

場の急激な変動などに加え、サブプライムローン問題を契機とした米国の金融不安が顕在化し、世界経済

に減速の兆候が見られ、国内における景気の基調判断が「このところ弱含んでいる」となり、業績の先行

き不透明感が増しております。 

このような状況の中、当社グループは、グループ会社との連携強化を図るとともに、事業の選択と集中

を行い、半導体関連市場並びに自動車関連市場への浸透を深め、収益性と安全性の確保並びに業績の向上

に全力を傾注してまいりました。 

その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は20,108百万円、営業利益は398百万円、経常利益は362

百万円、四半期純利益は217百万円となりました。 

事業の種類別セグメントについては、産業資材関連事業の売上は国内においてＩＴ（情報関連）機器用

のプリント配線板素材、自動車関連向けの金属加工部品等の需要が堅調に推移したものの、海外において

情報機器部品向けのフレキシブルプリント配線板加工の受注が激減したことにより、13,118百万円となり

ました。プラスチック成形品関連事業の売上は現在戦略的に特化している特殊技術成形品を中心とした自

動車関連部品及び金型の受注が堅調に推移したことにより、6,350百万円となりました。その他事業の売

上はＲＦＩＤ関連商品を中心に事業展開したことにより850百万円となりました。 

所在地別セグメントについては、日本での売上は、ＩＴ（情報関連）機器部品、自動車関連部品が堅調

に推移したことにより、15,582百万円となりました。東南アジアでの売上は自動車関連部品の売上が堅調

に推移したもののフレキシブルプリント配線板加工の受注が激減したことにより、4,999百万円となりま

した。 

  

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末から28百万円減少し20,911百万円と

なりました。流動資産は受取手形及び売掛金が売掛金の回収等により減少したものの現金及び預金が増加

したことから12,542百万円となりました。固定資産は新規連結子会社の増加に伴いのれんが発生したもの

の有形固定資産が減価償却等により減少したことから8,369百万円となりました。流動負債は支払手形及

び買掛金が買掛金の支払等により減少したものの新規連結した子会社の短期借入金が増加したことから

8,954百万円となりました。固定負債は子会社化に伴う株式取得代金の調達により長期借入金が増加した

ことから1,840百万円となりました。純資産は為替換算調整勘定が為替変動等により減少したことから

10,117百万円となりました。また、自己資本比率は47.5%、１株当たりの純資産は1,117円70銭となりまし

た。キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フロー861百万円、投資活

動によるキャッシュ・フロー△618百万円、財務活動によるキャッシュ・フロー238百万円となり、現金及

び現金同等物の当第２四半期連結会計期間末残高は、3,693百万円となりました。 

  

今後の当社グループを取り巻く経済環境は、引き続き厳しい状況が予想されます。 

このような環境のもと、自動車関連市場においては、安全走行、電子制御系の自動車部品に特化し、更

に2008年以降の環境性能向上に対応した機能変革モデルへの取り組みを強化し、高度な技術と信頼できる

生産体制を国内外で構築してまいります。また、半導体関連市場においては、先端半導体・液晶製造プロ

セスに対する 適装備部材の拡販を強化してまいります。 

 なお、新規連結子会社の利益につきましては、のれん償却が発生いたしますが、業績に与える影響は軽

微であると見込んでおります。 

平成21年３月期の連結業績の見通しにつきましては、売上高44,000百万円、営業利益850百万円、経常

利益820百万円、当期純利益445百万円を見込んでおります。 

・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

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。 

法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関して、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定し

ています。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、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場合に、前連結会計年度決算において使用した将

来の業績予想やタックス・プランニングを利用しています。 

①「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用 

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 平成19年３月

14日)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 平成19

年３月14日)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 

「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）を第１四半期

連結会計期間から適用しております。商品・原材料の評価基準については移動平均法による原価法

（収益性の低下による簿価切下げの方法）（ただし一部の在外連結子会社は先入先出法による原価

法を適用）、製品・仕掛品の評価基準については総平均法による原価法（収益性の低下による簿価

切下げの方法）（ただし一部の在外連結子会社は総平均法による低価法を適用）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、損益に与える影響は軽微であります。 

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 

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。この結果、従来の方法によった場合に比べて、損益に与える影響は軽微であります。 

④ 「リース取引に関する会計基準」等の適用 

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日以降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、通常の売買取引に係る会計処

理に変更し、有形固定資産に属する各科目に含めて計上しております。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に減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、

残存価格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、期首に前連結会計年度末における未経過リース料残高又は未経過リース料期末残高相当額を取

得価格として取得したものとしてリース資産を計上する方法によっております。この結果、従来の

方法によった場合に比べて、損益に与える影響はありません。 

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 在外子会社の収益及び費用の換算方法の変更 

在外子会社の収益及び費用については、従来決算日の直物為替相場により換算しておりました

が、第１四半期連結会計期間より、期中平均相場により換算する方法に変更いたしました。この変

更は、在外子会社の重要性が増したことに加え、決算期毎に直物為替相場に著しい変動が生じた場

合でも、期間損益をより適切に反映するために行ったものであります。この結果、従来の方法によ

った場合に比べて、損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 3,829,721 3,489,656 

受取手形及び売掛金 7,087,755 7,516,234 

たな卸資産 1,020,854 853,135 

繰延税金資産 339,360 420,438 

未収入金 113,576 120,537 

その他 153,528 113,334 

貸倒引当金 △2,704 △2,853 

流動資産合計 12,542,093 12,510,485 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 4,764,497 5,185,878 

減価償却累計額 △1,500,667 △1,561,296 

機械装置及び運搬具 6,216,812 6,044,858 

減価償却累計額 △4,683,340 △4,465,542 

工具、器具及び備品 1,648,178 1,541,848 

減価償却累計額 △1,301,675 △1,154,480 

土地 528,032 573,133 

建設仮勘定 73,587 43,220 

有形固定資産合計 5,745,424 6,207,619 

無形固定資産 

のれん 191,063 － 

その他 221,976 258,574 

無形固定資産合計 413,039 258,574 

投資その他の資産 

投資有価証券 763,026 689,975 

繰延税金資産 160,663 125,117 

その他 1,379,183 1,226,272 

貸倒引当金 △91,558 △78,112 

投資その他の資産合計 2,211,315 1,963,253 

固定資産合計 8,369,779 8,429,447 

資産合計 20,911,872 20,939,932 
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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 5,816,775 6,203,014 

短期借入金 1,116,599 915,361 

1年内返済予定の長期借入金 558,522 486,670 

1年内償還予定の社債 30,000 30,000 

未払法人税等 130,917 120,322 

繰延税金負債 1,538 2,881 

賞与引当金 199,662 182,466 

その他 1,100,290 975,324 

流動負債合計 8,954,305 8,916,041 

固定負債 

社債 165,000 180,000 

長期借入金 880,642 459,230 

繰延税金負債 106,931 97,811 

再評価に係る繰延税金負債 5,300 5,300 

退職給付引当金 574,875 527,005 

役員退職慰労引当金 33,224 31,770 

環境対策引当金 15,300 15,300 

その他 59,030 7,761 

固定負債合計 1,840,304 1,324,179 

負債合計 10,794,609 10,240,221 

純資産の部 

株主資本 

資本金 3,137,754 3,137,754 

資本剰余金 2,343,068 2,343,068 

利益剰余金 4,918,123 4,878,824 

自己株式 △155,052 △154,995 

株主資本合計 10,243,893 10,204,650 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 111,497 141,907 

土地再評価差額金 6,737 6,737 

為替換算調整勘定 △428,372 169,274 

評価・換算差額等合計 △310,138 317,920 

新株予約権 24,129 18,137 

少数株主持分 159,377 159,003 

純資産合計 10,117,262 10,699,711 

負債純資産合計 20,911,872 20,939,932 
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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 20,108,380 

売上原価 17,574,173 

売上総利益 2,534,206 

販売費及び一般管理費 2,135,445 

営業利益 398,761 

営業外収益 

受取利息 16,136 

受取配当金 7,168 

仕入割引 25,790 

その他 42,975 

営業外収益合計 92,072 

営業外費用 

支払利息 66,863 

為替差損 52,476 

その他 8,860 

営業外費用合計 128,200 

経常利益 362,633 

特別利益 

固定資産売却益 3,075 

新株予約権戻入益 231 

その他 78 

特別利益合計 3,384 

特別損失 

固定資産処分損 267 

貸倒引当金繰入額 13,353 

その他 52 

特別損失合計 13,673 

税金等調整前四半期純利益 352,344 

法人税、住民税及び事業税 57,001 

法人税等調整額 76,486 

法人税等合計 133,488 

少数株主利益 1,802 

四半期純利益 217,054 
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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 352,344 

減価償却費 608,475 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 13,344 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 46,352 

受取利息及び受取配当金 △23,305 

支払利息 66,863 

為替差損益（△は益） 16,408 

有形固定資産処分損益（△は益） △2,807 

売上債権の増減額（△は増加） 494,764 

たな卸資産の増減額（△は増加） △148,191 

仕入債務の増減額（△は減少） △369,224 

その他の流動資産の増減額（△は増加） △81,724 

その他の流動負債の増減額（△は減少） 45,399 

その他 13,629 

小計 1,032,327 

利息及び配当金の受取額 19,618 

利息の支払額 △68,916 

法人税等の支払額 △121,056 

営業活動によるキャッシュ・フロー 861,973 

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 △21,482 

有形固定資産の取得による支出 △392,133 

有形固定資産の売却による収入 134,142 

無形固定資産の取得による支出 △20,102 

投資有価証券の取得による支出 △77,318 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出 

△214,150 

貸付けによる支出 △25,623 

貸付金の回収による収入 2,782 

その他の支出 △10,050 

その他の収入 5,799 

投資活動によるキャッシュ・フロー △618,137 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

リース債務の返済による支出 △34,731 

社債の償還による支出 △15,000 

長期借入れによる収入 800,000 

長期借入金の返済による支出 △334,810 

配当金の支払額 △176,514 

自己株式の取得による支出 △56 

財務活動によるキャッシュ・フロー 238,887 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △160,882 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 321,840 

現金及び現金同等物の期首残高 3,372,101 

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,693,942 
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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。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記
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（注） １．事業区分は、売上集計区分によっております。 

２．各事業の主要な製商品 

(1) 産業資材関連事業：電子材料・部品、電子機器・システム、電子制御機器・システム、磁性材料 

(2) プラスチック成形品関連事業：精密プラスチック成形部品、プラスチックマグネット、 

              アッセンブル機能ユニット、射出成形用精密金型 

(3) その他事業：コンポジット材料、カーゴトラック機器、ＩＣカード 

３．当第２四半期連結会計期間において、当社が株式会社京都映工社及び株式会社エイコーカムを新たに連結

子会社といたしました。これにより、前連結会計年度末に比べ、産業資材関連事業における資産の金額が

1,324,329千円増加しております。 

 
（注） １．国又は地域区分は、地理的近接度によっております。 

２．各区分に属する主な国又は地域 

東南アジア………… タイ・マレーシア・ベトナム・中華人民共和国・シンガポール・台湾 

  

 
（注） １．国又は地域区分は、地理的近接度によっております。 

２．各区分に属する主な国又は地域 

 (1) 東南アジア・・・・・・タイ・マレーシア・フィリピン・インドネシア・ベトナム・ 

シンガポール・中華人民共和国・台湾・大韓民国 

 (2) その他の地域・・・・・アメリカ 

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。 

(5) セグメント情報

【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）

産業資材 
関連事業

プラスチック 

成形品関連事業
その他事業 計

消  去 
又は全社

連 結

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

 売上高

 (1)外部顧客に対する売上高 12,941,391 6,337,384 829,604 20,108,380 ― 20,108,380 

 (2)セグメント間の内部売上高 
    又は振替高

177,576 12,935 20,920 211,432 (211,432) ―

計 13,118,967 6,350,320 850,524 20,319,813 (211,432) 20,108,380 

  営業利益 91,705 288,799 28,536 409,042 (10,280) 398,761 

【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）

日 本 東南アジア 計
消  去
又は全社

連 結

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

 売上高

 (1)外部顧客に対する売上高 15,161,940 4,946,440 20,108,380 ― 20,108,380 

 (2)セグメント間の内部売上高 
   又は振替高

420,822 52,798 473,621 (473,621) ―

計 15,582,763 4,999,239 20,582,002 (473,621) 20,108,380 

 営業利益 219,538 173,314 392,853 5,908 398,761 

【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）

東南アジア その他の地域 計

Ⅰ．海外売上高（千円） 5,054,341 7,849 5,062,190 

Ⅱ．連結売上高（千円）         20,108,380 

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の割合（％）                25.1                 0.0               25.2 
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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） 

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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１.株式会社岸田製作所の株式取得による子会社化 

当社グループは、平成20年10月１日において、株式会社岸田製作所の全株式を取得し連結子会社と

いたしました。 

(1)株式取得の目的 

株式会社岸田製作所は製作販売の子会社、株式会社沖縄岸田製作所及びGlobal Metal Tech

Corp.を有し、金属加工技術者の集団として各種機械部品の製造・販売を行ってきました。近年に

おいては、半導体業界向け精密研磨用治具を開発し、半導体関連素材の研磨用各種キャリアの製

造・販売の主要事業を行っています。特に半導体業界においては今後の業界動向も良好であり、株

式会社岸田製作所グループの技術力と当社グループの持つ樹脂成形技術などと融合させて、新製品

開発力を高めて製品ラインアップ強化を図ることも可能となり、当社グループとのシナジー効果を

目的とするものであります。 

(2)株式取得の相手先の名称 

岸田信一        215株(71.67%) 

岸田隆一         40株(13.33%) 

岸田きょう        20株(6.67%) 

岸田裕隆         15株(5.00%) 

岸田浩之         10株(3.33%) 

(3)株式を取得した会社の事業内容、規模 

名称      株式会社岸田製作所 

事業内容    製缶に関する請負業・機械器具類の部品の製作販売 

資本金                  15百万円 

従業員数                  43人（平成20年３月現在） 

             平成19年９月期 

売上高                1,311百万円 

営業利益                    4百万円 

経常利益                     13百万円 

当期純利益                    9百万円 

総資産                      960百万円 

純資産                       64百万円 

名称      株式会社沖縄岸田製作所（株式会社岸田製作所の子会社） 

事業内容    製缶に関する請負業・機械器具類の部品の製作販売 

資本金                   9百万円 

従業員数                  35人（平成20年３月現在） 

             平成19年９月期 

売上高                 340百万円 

営業利益                   △1百万円 

経常利益                      5百万円 

当期純利益                 △42百万円 

総資産                      274百万円 

純資産                     △35百万円 

(重要な後発事象)
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名称      Global Metal Tech Corp．（株式会社岸田製作所の子会社） 

事業内容    製缶に関する請負業・機械器具類の部品の製作販売 

資本金                  11百万円 

従業員数                  60人（平成20年３月現在） 

             平成19年９月期 

売上高                 260百万円 

営業利益                   69百万円 

経常利益                     97百万円 

当期純利益                   94百万円 

総資産                      221百万円 

純資産                      183百万円 

(4)株式の取得の時期 

平成20年10月１日 

(5)取得した株式の数、取得価額及び取得前後の持分比率 

取得した株式の数        300株 

取得価額           720百万円 

取得後の持分比率        100.0% 

(6)支払資金の調達及び支払方法 

借入金            720百万円 

２．事業譲受及び子会社の設立 

当社グループは、平成20年10月15日開催の取締役会において、平成20年８月29日に民事再生手続き

の申請を行いました三協化学工業株式会社との間で、事業譲渡契約を締結し、裁判所の許可を得るこ

とを条件として、事業の主要な部分を譲り受けることを決議いたしました。また、同取締役会におい

て、当該事業の譲受のための新たな子会社NIメカトロニクス株式会社の設立を決議し、同日設立いた

しました。 

(1)事業譲受の内容 

事業譲受の相手先      三協化学工業株式会社 

譲り受ける事業の内容    合成樹脂の製造販売 

譲り受ける資産・負債の額  詳細は精査中であり、裁判所の許可を受けるにあたり確定。 

    (2)新子会社設立の内容 

商号            NIメカトロニクス株式会社 

設立年月日         平成20年10月15日 

主な事業内容        樹脂材料を使用した精密部品の製造販売 

発行済株式総数       200株 

資本金           10百万円 

持分比率          100.0％ 
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  該当事項はありません。 

  

  

２【その他】
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前年同四半期に係る財務諸表 

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)

区分 金額(千円)

売上高 21,347,095

売上原価 18,572,857

売上総利益 2,774,238

販売費及び一般管理費 2,069,469

営業利益 704,768

営業外収益

 受取利息 40,003

 受取配当金 4,714

 仕入割引 26,654

 為替差益 118,432

 その他 59,296

 営業外収益合計 249,101

営業外費用

 支払利息 69,201

 手形売却損 638

 葬儀費用 9,832

 その他 5,869

 営業外費用合計 85,543

経常利益 868,327

特別利益

 固定資産売却益 229,025

 貸倒引当金戻入額 8,129

 事業譲渡益 15,000

 新株予約権戻入益 189

 特別利益合計 252,344

特別損失

 固定資産処分損 2,628

 役員退職慰労引当金繰入額 29,514

 環境対策引当金繰入額 15,300

 特別損失合計 47,442

税金等調整前中間純利益 1,073,229

法人税、住民税及び事業税 137,043

法人税等調整額 △1,072

少数株主利益 9,905

中間純利益 927,352
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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 税金等調整前中間純利益 1,073,229

 ２ 減価償却費 610,829

 ３ 退職給付引当金の増減額 18,564

 ４ 貸倒引当金の増減額 △41,882

 ５ 受取利息及び受取配当金 △44,718

 ６ 支払利息 69,201

 ７ 為替差損益 △995

 ８ 固定資産処分損 2,628

 ９ 売上債権の増減額 △90,976

 10 たな卸資産の増減額 △32,506

 11 仕入債務の増減額 △540,668

 12 その他流動資産の増減額 167,048

 13 その他流動負債の増減額 △422,493

 14 その他 △384,405

    小計 382,855

 15 利息及び配当金の受取額 38,360

 16 利息の支払額 △69,226

 17 法人税等の支払額 △150,595

   営業活動によるキャッシュ・フロー 201,393

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 △109,159

 ２ 定期預金の払戻による収入 108,832

 ３ 有形固定資産の取得による支出 △665,015

 ４ 有形固定資産の売却による収入 883,448

 ５ 無形固定資産の取得による支出 △31,031

 ６ 貸付金の回収による収入 1,520

 ７ その他投資の支払による支出 △13,407

 ８ その他投資の回収による収入 36,589

   投資活動によるキャッシュ・フロー 211,777
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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)

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 短期借入金の純増減額 200,000

 ２ 長期借入金の返済による支出 △293,200

 ３ 社債償還による支出 △45,000

 ４ 配当金の支払額 △164,777

 ５ 自己株式の取得による支出 △1,188

   財務活動によるキャッシュ・フロー △304,165

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 129,662

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 238,667

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 3,041,935

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 3,280,602
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