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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 11,264 ― △273 ― △206 ― △102 ―

20年3月期第2四半期 10,610 1.9 123 △71.1 358 △36.8 259 3.4

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 △6.67 ―

20年3月期第2四半期 16.82 ―

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 23,777 13,390 54.6 844.32
20年3月期 20,885 13,655 63.3 859.43

（参考） 自己資本  21年3月期第2四半期  12,991百万円 20年3月期  13,228百万円

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 ― 4.00 ― 4.00 8.00
21年3月期 ― 4.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 4.00 8.00

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 22,700 1.0 100 △79.8 300 △67.5 200 △67.5 13.00

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  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)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)上記の予想は、本資料の公表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、今後様々な要因によって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 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 15,400,000株 20年3月期 15,400,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期 12,618株 20年3月期 7,450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 15,390,338株 20年3月期第2四半期 15,396,955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、資源価格の高騰及び世界的な金融不安・株安等によ

り、急速に悪化しました。 

 当社グループの主要取引先である自動車業界も、資材価格の高騰等により、企業収益の悪化に深刻な影

響を及ぼしております。 

 このような状況のもと、当社グループにおきましても、コスト削減・資材価格の高騰に対する取引価格

適正化を進めてまいりましたが、原価低減では急激な資材高騰分を吸収できず、当第２四半期連結累計期

間の当社グループの売上高は、112億64百万円、経常損失は２億６百万円、四半期純損失は１億２百万円

となりました。 

  

  
当第２四半期連結会計年度末における総資産は237億77百万円となり、前連結会計年度末に比べ28億92

百万円増加いたしました。これは主に現金預金の増加29億79百万円などによるものであります。 

 負債の部は、前連結会計年度末に比べ31億57百万円増加しております。これは主に長期借入金の増加21

億39百万円、１年内返済予定の長期借入金の増加３億円などによるものであります。 

 純資産の部は、前連結会計年度末に比べ２億65百万円減少しております。これは主に利益剰余金の減少

１億64百万円などによるものであります。 

  

  
平成21年３月期の連結業績予想につきましては、平成20年11月５日に公表いたしました連結業績予想に

変更ありません。 

  

・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。 
  

  

該当事項はありません。 
  

  

① 「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」(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。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失

が133,259千円それぞれ増加しております。 

 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。 
  

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」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、損益に与える影響はありません。 
  

④ 第１四半期連結会計期間から、「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 最終改正平成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 最終改正平成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開始前のファイナンス・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を取得価額として取得したものとして、リース資産に計上

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、リース資産が有形固定資産に77,082千円、無形固定

資産に20,065千円計上されており、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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１【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 3,851,721 872,186

受取手形及び売掛金 4,690,759 4,710,001

有価証券 496,757 1,253,446

商品及び製品 407,943 427,371

仕掛品 604,888 542,791

原材料及び貯蔵品 382,909 367,086

その他 487,217 325,216

貸倒引当金 △3,477 △3,780

流動資産合計 10,918,720 8,494,322

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,486,213 1,585,670

機械装置及び運搬具（純額） 5,714,565 5,787,311

工具、器具及び備品（純額） 644,983 704,209

その他 1,935,880 1,327,733

有形固定資産合計 9,781,643 9,404,924

無形固定資産   

のれん 5,162 6,195

その他 38,163 30,821

無形固定資産合計 43,325 37,016

投資その他の資産   

その他 3,046,438 2,961,800

貸倒引当金 △12,800 △12,800

投資その他の資産合計 3,033,638 2,949,000

固定資産合計 12,858,607 12,390,941

資産合計 23,777,327 20,885,263
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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 4,401,220 4,026,313

短期借入金 77,250 76,900

1年内返済予定の長期借入金 608,139 307,318

未払法人税等 14,300 64,437

賞与引当金 268,331 256,179

その他 1,386,144 1,043,784

流動負債合計 6,755,386 5,774,933

固定負債   

長期借入金 2,974,157 834,813

退職給付引当金 50,710 50,433

役員退職慰労引当金 134,640 147,374

負ののれん 9,108 15,315

その他 463,139 406,782

固定負債合計 3,631,756 1,454,719

負債合計 10,387,142 7,229,652

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,036,000 1,036,000

資本剰余金 574,606 574,652

利益剰余金 10,661,312 10,825,523

自己株式 △5,388 △3,454

株主資本合計 12,266,530 12,432,721

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 482,091 519,673

繰延ヘッジ損益 △49,651 －

為替換算調整勘定 292,931 276,456

評価・換算差額等合計 725,371 796,129

少数株主持分 398,282 426,759

純資産合計 13,390,184 13,655,610

負債純資産合計 23,777,327 20,885,263
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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 11,264,117

売上原価 10,660,912

売上総利益 603,205

販売費及び一般管理費 876,872

営業損失（△） △273,666

営業外収益  

受取利息 16,944

受取配当金 19,276

持分法による投資利益 110,075

その他 44,594

営業外収益合計 190,890

営業外費用  

支払利息 16,840

デリバティブ評価損 101,660

その他 5,673

営業外費用合計 124,174

経常損失（△） △206,950

特別利益  

前期損益修正益 595

固定資産売却益 12

貸倒引当金戻入額 1,548

特別利益合計 2,157

特別損失  

固定資産売却損 27,914

固定資産除却損 20,384

その他 2,600

特別損失合計 50,898

税金等調整前四半期純損失（△） △255,692

法人税、住民税及び事業税 2,061

法人税等調整額 △93,324

法人税等合計 △91,263

少数株主損失（△） △61,788

四半期純損失（△） △102,640
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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。 

  

  
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) 

  
該当事項はありません。 

  

【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) 

 
(注) １ 事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品の名称 

 
２ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(303,452千円)の主なものは、当社の総務部

に係る費用であります。 

３ 会計方針の変更 

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。この変更に伴い、営業費用は「自動車

及び車両部品関連事業」で104,287千円、「産業機械部品関連事業」で28,159千円増加し、営業利益が同額

減少しております。また、「金属椅子及び椅子部品関連事業」で812千円増加し、営業損失が同額増加して

おります。 

  

【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) 

  

全セグメントの売上高の合計額に占める「日本」の割合が90％を超えているため、記載を省略して

おります。 

  

【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) 

  

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

  

  

該当事項はありません。 

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) セグメント情報

自動車及び 
車両部品関連
事業(千円)

金属椅子及び
椅子部品関連
事業(千円)

産業機械部品
関連事業 
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高 9,121,652 304,144 1,838,321 11,264,117 ― 11,264,117

営業利益(△は営業損失) 55,388 △51,812 26,209 29,785 (303,452) △273,666

事業区分 主要製品名

自動車及び車両部品関連事業 各種ブラケット類、アクスルハブ等

金属椅子及び椅子部品関連事業 オフィス向け各種椅子、施設向け各種椅子等

産業機械部品関連事業 産業機械用部品、油圧機器用部品等

(5) 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」

(1) 前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(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 10,610,158 100.0

Ⅱ 売上原価 9,633,768 90.8

   売上総利益 976,389 9.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 852,760 8.0

   営業利益 123,629 1.2

Ⅳ 営業外収益

  1 受取利息 15,291 

  2 受取配当金 18,091 

  3 固定資産賃借料 8,113 

  4 負ののれん償却額 6,207 

  5 持分法による投資利益 174,414 

  6 為替差益 30,690 

  7 雑収入 35,539 288,346 2.7

Ⅴ 営業外費用

  1 支払利息 5,207 

  2 手形売却損 1,022 

  3 シンンジケートローン手数料 42,100 

  4 雑損失 5,103 53,432 0.5

   経常利益 358,543 3.4

Ⅵ 特別利益

  1 前期損益修正益 12,584 

  2 貸倒引当金戻入益 207 12,792 0.1

Ⅶ 特別損失

  1 固定資産売却損 765 

  2 固定資産除却損 47,779 

  3 会員権評価損 3,200 

  4 減損損失 37,959 

  5 貸倒引当金繰入額 3,200 92,904 0.9

   税金等調整前中間純利益 278,431 2.6

   法人税、住民税及び事業税 14,520 

   法人税等調整額 31,468 45,988 0.4

   少数株主損失(△) △26,613 △0.2

   中間純利益 259,055 2.4
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【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) 

   
(注) １ 事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品の名称 

   
２ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、当社の総務部に係る費用であ

ります。 

  

【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) 

全セグメントの売上高の合計額に占める「日本」の割合が90％を超えているため、記載を省略して

おります。 

  

【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) 

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

  

(2) セグメント情報

自動車及び 
車両部品関連
事業(千円)

金属椅子及び
椅子部品関連
事業(千円)

産業機械部品
関連事業 
(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

8,767,163 411,024 1,431,969 10,610,158 ― 10,610,158

（2）セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― (―) ―

計 8,767,163 411,024 1,431,969 10,610,158 (―) 10,610,158

営業費用 8,397,583 439,134 1,317,317 10,154,035 332,493 10,486,528

営業利益(△は営業損失) 369,580 △28,110 114,652 456,112 (332,493) 123,629

事業区分 主要製品名

自動車及び車両部品関連事業 各種ブラケット類、アクスルハブ等

金属椅子及び椅子部品関連事業 オフィス向け各種椅子、施設向け各種椅子等

産業機械部品関連事業 産業機械用部品、油圧機器用部品等
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