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(百万円未満切捨て)

1. 平成 23 年 3 月期第 1四半期の連結業績（平成 22 年 4 月 1日～平成 22 年 6 月 30 日） 
 (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 ％

23年3月期第1四半期 8,357 6.8 148 － △113 － △102 －
22年3月期第1四半期 7,828 △9.4 △755 － △888 － △483 －
 

 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

23年3月期第1四半期 △3. 84 －
22年3月期第1四半期 △18. 01 －
 
 (2) 連結財政状態   

 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

23年3月期第1四半期 54,231 15,550 27.5 555. 54
22年3月期 57,152 15,925 26.7 568. 85 
(参考) 自己資本 23年3月期第1四半期 14,906百万円 22年3月期 15,263百万円

 

2. 配当の状況  

 
年間配当金 

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計 

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 

22年3月期 －  0. 00 － 5. 00 5. 00 
23年3月期 －    

23年3月期(予想)   0. 00 － 5. 00 5. 00 

(注) 当四半期における配当予想の修正有無 ： 無 

 

3. 平成 23 年 3 月期の連結業績予想（平成 22 年 4 月 1日～平成 23 年 3 月 31 日） 
 (％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率) 

 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

第２四半期(累計) 18,630 12.8 △544 － △753 － △479 － △17. 85

通期 46,751 16.2 1,104 16.7 696 34.1 360 183.5 13. 41

(注) 当四半期における業績予想の修正有無 ： 無 

 



 
4. その他（詳細は【添付資料】P.3「2.その他の情報」をご覧ください。） 

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無 

  （注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特例子会社の異動の有無となります。 
 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有 

  （注）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の有無となります。 
 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有 

 ② ①以外の変更 ： 有 

  （注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

 

(4) 発行株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年3月期1Ｑ 26,863,974株 22年3月期 26,863,974株

② 期末自己株式数 23年3月期1Ｑ 31,629株 22年3月期 31,129株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期1Ｑ 26,832,595株 22年3月期1Ｑ 26,834,085株

 

 
 
※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表の四半期レビ

ュー手続は終了しております。 

 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び

合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により異なる可能

性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について

は、四半期決算短信【添付資料】P.2「（2）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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1. 当四半期に関する定性的情報 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期は、アジアをはじめとした新興諸国において景気が拡大する一方、欧米等先進諸国では、

景気回復の基調にはあるものの、欧州における財政・金融不安や米国では失業率が依然高い水準で推

移するなど景気回復の腰折れも懸念されました。 

航空輸送業界では、アジアなどの新興諸国を中心に一昨年の金融危機以前の水準まで航空需要は回

復し、米国においても大手航空会社の5月の旅客輸送実績が前年同期を上回るなど回復基調が鮮明とな

り、国際航空貨物需要についても、世界的に前年実績を超える伸びを示しました。又、ボーイング、エアバ

スなど航空機メーカーでは、民間航空機の受注が前年同四半期を上回り、航空業界全体が明るさを取り

戻してきました。 

当社の当期の経営計画は、内装品関連を中心に利益計上が第3四半期以降に大きく偏るため、第１四

半期から第３四半期においては累計で営業損失を見込んでいます。 

当第１四半期の状況は、内装品関連ではボーイング787関連内装品の出荷スケジュールが徐々に繰り

延べとなったことから、787関連内装品の売上高は当初予定より減少しました。一方、787以外の機種向け

のギャレーでは、前期から当第1四半期に出荷がずれ込んだものを含めて比較的利益率の良いプログラム

の出荷が重なり、また、スペアパーツ販売が好調に推移したことから、収益は改善しました。 

機器製造関連は、昨年に受注・出荷ともに好調であった防衛関連部品について、顧客から納期調整の

要請があり、その多くの出荷時期を第2四半期以降に繰り延べたことから、収益は低調に推移しました。 

整備関連は、機体整備関係の生産、収益ともに順調に推移しました。一方、装備品整備関係は、全般

的に国内エアラインからの受注減少の影響を受けて収益は低迷しましたが、羽田地区において新たに国

内エアラインからブレーキ整備を受注し、ホイール・ブレーキ・オーバーホールセンターの操業を開始しま

した。 

この結果、当第１四半期の連結経営成績は、連結売上高 8,357 百万円 （前年同四半期比 528百万

円増）、連結営業利益 148百万円 （前年同四半期は、連結営業損失 755百万円）、連結経常損失 113

百万円 （前年同四半期は、連結経常損失 888百万円）、連結四半期純損失 102百万円 （前年同四半

期は、連結四半期純損失 483百万円）となりました。 

尚、当第1四半期においては、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額として26百万円を特別損失

に計上しております。 

 

（2）連結業績予想に関する定性的情報 

当第１四半期の連結経営成績は、内装品関連のスペアパーツの販売が回復するなどにより前年同四半

期と比べ収益面で改善が見られますが、787内装品関連出荷スケジュールの第2四半期以降への繰り延

べ、防衛関連部品の納期調整、為替相場が想定より円高に推移している影響などを勘案すると決して楽

観できるものではありません。しかしながら、航空業界全体の景気も着実に回復してきており、収益につい

て現時点では、概ね計画通りに推移するものと見通しております。従って、平成23年3月期の第２四半期連

結累計期間及び通期の連結業績予想については、平成22年5月11日に発表した連結業績予想から変更

はありません。 

なお、連結業績予想の前提となる為替レートは、1米ドル当たり90円としています。 
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2．その他の情報 

（１）重要な子会社の異動の概要（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

期中における重要な子会社の異動はありません。 

 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

① 簡便な会計処理 

一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化

がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しており

ます。 

棚卸資産の評価方法 

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度

末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。又、棚卸資産の簿

価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下

げを行う方法によっております。 

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は、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限

定する方法によっております。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ついて著しい変化がないと認められる場合は、

前連結会計年度決算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

より、又、著しい変化が認められた場合は、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測

やタックス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。 

連結会社相互間の債権と債務の相殺消去 

当該債権の額と債務の額に差異が見られる場合には、債権側の金額に合わせる方法により債権と

債務を相殺消去しております。 

連結会社相互間の取引の相殺消去 

取引金額に差異がある場合で当該差異の重要性が乏しいときには、親会社等の金額に合わせる

方法により相殺消去しております。 

 

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。 

 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

① 「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取り扱い」の適用 

当第1四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」 （企業会計基準第16号 平成20年3

月10日公表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」 （実務対応報告第24

号 平成20年3月10日）を適用しております。なお、これに伴う損益に与える影響はありません。 
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② 「連結財務諸表に関する会計基準」の適用 

連結子会社の資産及び負債の評価については、従来、部分時価評価法を採用しておりましたが、当

第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表に関する会計基準」 （企業会計基準第22号 平成20年

12月26日）を適用し、連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時価評価法によっております。

なお、これに伴う損益に与える影響はありません。 

 

③ 「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

当第1四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」 （企業会計基準第18号 平成

20年3月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」 （企業会計基準適用指針第21号 

平成20年3月31日）を適用しております。これにより、営業利益は216千円減少し、経常損失は、同額増

加し、税金等調整前四半期純損失は26,249千円増加しております。 

なお、一部の工場等で建物及び土地を貸借しており、不動産賃貸借契約に基づき、退去時における

原状復帰に係る債務を有しておりますが、当該資産に関連する賃借資産の使用期間が明確でなく、現

在のところ移転等も予定されていないことから、資産除去債務を合理的に見積ることができません。その

ため当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。 

 

④ 受注製品の生産のための設計等開発業務に係る原価及び収益の会計処理方法の変更 

受注製品の対象機数が明記されている契約について、従来、受注製品の生産のための設計等開発

業務に係る原価とそれに対応する収益は、原則として契約ごとの初号機に係る製品の出荷時に一括し

て計上しておりましたが、当第１四半期連結会計期間から、設計等開発業務に係る原価及びそれに対

応する収益は、各受注製品に配分する方法に変更いたしました。 

この変更は、顧客（航空機メーカー、エアライン）との契約形態が多様化し、設計等開発業務に係る

原価をそれに対応する収益から回収する契約の他、設計等開発業務に係る原価を受注製品の収益か

ら回収する契約等も締結し、今後もその傾向が継続すると見込まれることから、受注製品の生産のため

の設計等開発業務の性質を見直した結果、設計等開発業務は製造業務と密接な関連があり、当該会

計処理方法の変更を行うことで、より適正な期間損益計算を図り、経営実態をより的確に反映すると判

断したことによるものです。 

これに伴い、従来の方法によった場合と比べ、売上高、売上原価、売上総利益及び営業利益は、そ

れぞれ425,505千円、399,754千円、25,751千円、25,751千円減少し、経常損失及び税金等調整前四

半期純損失は、それぞれ25,751千円増加しております。 
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3. 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１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,469,452 4,808,542

受取手形及び売掛金 9,997,692 14,091,752

商品及び製品 132,956 514,735

仕掛品 16,933,398 15,211,627

原材料及び貯蔵品 6,647,400 6,182,393

その他 3,116,695 3,286,119

貸倒引当金 △1,565 △2,464

流動資産合計 41,296,029 44,092,707

固定資産   

有形固定資産 8,953,804 9,055,448

無形固定資産 509,235 493,188

投資その他の資産 3,471,994 3,511,386

固定資産合計 12,935,034 13,060,023

資産合計 54,231,063 57,152,731

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,944,784 4,734,127

短期借入金 12,182,595 15,718,176

未払法人税等 87,636 203,991

賞与引当金 1,592,582 1,048,915

工事損失引当金 551,513 736,766

その他 7,129,596 6,917,792

流動負債合計 26,488,708 29,359,768

固定負債   

長期借入金 6,013,492 5,778,616

退職給付引当金 5,284,839 5,236,532

役員退職慰労引当金 334,948 317,800

環境対策引当金 5,896 7,203

その他 552,381 527,242

固定負債合計 12,191,558 11,867,394

負債合計 38,680,267 41,227,163

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,359,893 5,359,893

資本剰余金 4,367,993 4,367,993

利益剰余金 5,488,463 5,725,608

自己株式 △26,234 △25,931

株主資本合計 15,190,116 15,427,563

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 116,213 108,683

為替換算調整勘定 △399,867 △272,487

評価・換算差額等合計 △283,654 △163,803

少数株主持分 644,334 661,807

純資産合計 15,550,796 15,925,567

負債純資産合計 54,231,063 57,152,731
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(2) 四半期連結損益計算書 
【第１四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 7,828,623 8,357,449

売上原価 7,459,869 7,096,385

売上総利益 368,753 1,261,064

販売費及び一般管理費 1,124,500 1,112,390

営業利益又は営業損失（△） △755,746 148,673

営業外収益   

受取利息 157 517

受取配当金 1,571 1,337

持分法による投資利益 － 4,633

保険事務手数料 2,405 2,382

助成金収入 － 4,206

その他 3,165 3,049

営業外収益合計 7,299 16,127

営業外費用   

支払利息 100,072 85,382

為替差損 32,776 189,160

持分法による投資損失 3,906 －

その他 3,727 3,594

営業外費用合計 140,483 278,138

経常損失（△） △888,930 △113,338

特別利益   

貸倒引当金戻入額 749 863

補助金収入 39,400 13,479

特別利益合計 40,149 14,342

特別損失   

固定資産処分損 797 2,251

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 26,032

特別損失合計 797 28,284

税金等調整前四半期純損失（△） △849,577 △127,280

法人税、住民税及び事業税 11,203 61,535

法人税等調整額 △343,158 △101,751

法人税等合計 △331,955 △40,216

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △87,063

少数株主利益又は少数株主損失（△） △34,358 15,916

四半期純損失（△） △483,263 △102,980
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（３）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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