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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31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 ％

23年3月期第3四半期 27,393 7.1 △95 ― △871 ― △547 ―
22年3月期第3四半期 25,576 △14.7 △419 ― △820 ― △520 ―

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3四半期 △20.42 ―
22年3月期第3四半期 △19.38 ―

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3四半期 59,028 14,871 24.2 533.20
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3四半期  14,305百万円 22年3月期  15,263百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無   

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 ― 0.00 ―
23年3月期 

（予想）
5.00 5.00

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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 45,558 13.3 992 9.3 355 △26.3 107 △2.6 3.98



(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定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 

（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) 発行済株式数（普通株式） 

※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は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、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レビュー手続きを実施中であります。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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ご利用にあたっての注意事項については、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。 

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 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） 23年3月期3Q 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3Q  33,689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3Q 26,831,815株 22年3月期3Q 26,833,875株
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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３四半期連結累計期間は、中国などを中心とした新興諸国において景気は回復、拡大したものの、

米国の失業率は依然高い水準で推移し、又、欧州での財政・金融不安が払拭しきれないなど、日本を含

めた先進諸国の景気回復は、穏やかなものとなりました。又、米国の金融緩和策や欧州の財政・金融不安

を材料に、円相場は高値で推移し、輸出売上高比率の高い当社にとっては厳しい状況が続きました。 

航空輸送業界では、景気回復に程度の差は見られるものの新興諸国を中心に旅客・貨物の輸送需要

は増大し、ロー・コスト・キャリア（LCC）と呼ばれる格安航空会社はもとより、世界の大手航空会社も軒並み

前年度に比べて収益は改善し、回復基調が鮮明となりました。又、ボーイング、エアバスなど航空機メーカ

ーにおいても受注機数は前年同期を大きく上回り、又、月産生産機数を引き上げるなど、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４四半期に大きく偏るため、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３四半期連結累計期間の状況は、内装品関連ではボーイング787関係の出荷スケジュールが繰り

延べとなったことから、当該製品の売上高は予定より減少しました。一方、スペアパーツ販売が順調に推移

したことで、前年同期に比べて全体の売上高が増加し、営業損失は大きく改善しました。 

機器製造関連は、ADP（炭素繊維構造部材）とエンジン部品が増産傾向にあり、ともに収益が改善する

一方、防衛関連部品の売上高が伸び悩み、全体の売上高は減少し、営業損失を計上しました。 

整備関連は、装備品整備関係で受注減少の影響を受けましたが、機体整備関係の生産が順調に推移

したことから、前年同期に比べ売上高、営業利益ともに増加しました。 

以上のとおり営業損失は改善しましたが、為替相場が期初から円高基調で推移したことで輸出売上高

が目減りするとともに、外貨建て売掛債権などの為替評価差損が発生するなど、収益に大きく影響を及ぼ

しました。 

この結果、当第３四半期累計期間の連結経営成績は、連結売上高 27,393 百万円 （前年同四半期

比 1,817百万円増）、連結営業損失 95百万円 （前年同四半期は、連結営業損失 419百万円）、連結経

常損失 871百万円 （前年同四半期は、連結経常損失 820百万円）、連結四半期純損失 547百万円 

（前年同四半期は、連結四半期純損失 520百万円）となりました。 

 

（2）連結業績予想に関する定性的情報 

業績予想の前提となる為替レートについて、当初計画における1米ドル当たり90円を第３四半期以降は

85円に変更したことなどにより、平成22年11月2日に業績予想の修正に関するお知らせを発表しました。そ

の後、カンタス航空のエアバスA380機でエンジンの破損による一時運航停止がありましたが、当社のA380

向け製品の生産スケジュールへの影響はなく、生産は順調に推移する見込みです。又、今年に入りボー

イング787の初号機引き渡しが平成23年７～9月頃へと更に約半年間、延期されるとの発表がありましたが、

この延期による当期の787関連内装品の出荷予定には、大きな影響は無いものと見込んでおります。尚、

為替相場は引き続き円高基調で推移しておりますが、第４四半期において内装品関連を中心に順調に進

捗する見込みであり、通期の連結業績予想については変更ありません。 
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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３四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３四半期連結会計期間末の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 

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。 

 

 

 

㈱ジャムコ（7408）　平成23年3月期　第3四半期決算短信

－　3　－



 

 

 

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、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 

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、当第３四半期連結累計期間の営業損失及び経常損

失は652千円増加し、税金等調整前四半期純損失は26,685千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

原状回復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、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、当第３四半期連結累計期間の売上高及び売上原価

は、それぞれ808,409千円、850,640千円減少し、売上総利益は42,231千円増加し、営業損失、経常損

失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ42,231千円減少しております。 
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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３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 3,658,427 4,808,542

受取手形及び売掛金 11,442,871 14,091,752

商品及び製品 390,260 514,735

仕掛品 19,143,287 15,211,627

原材料及び貯蔵品 7,597,638 6,182,393

その他 3,992,240 3,286,119

貸倒引当金 △6,435 △2,464

流動資産合計 46,218,290 44,092,707

固定資産   

有形固定資産 8,738,882 9,055,448

無形固定資産 598,618 493,188

投資その他の資産 3,472,494 3,511,386

固定資産合計 12,809,995 13,060,023

資産合計 59,028,285 57,152,731

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,925,047 4,734,127

短期借入金 15,462,056 15,718,176

未払法人税等 72,491 203,991

賞与引当金 586,358 1,048,915

工事損失引当金 997,386 736,766

その他 8,092,681 6,917,792

流動負債合計 31,136,022 29,359,768

固定負債   

長期借入金 6,737,444 5,778,616

退職給付引当金 5,371,985 5,236,532

役員退職慰労引当金 374,085 317,800

環境対策引当金 5,896 7,203

その他 531,106 527,242

固定負債合計 13,020,518 11,867,394

負債合計 44,156,540 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 5,043,454 5,725,608

自己株式 △27,480 △25,931

株主資本合計 14,743,860 15,427,563

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 80,574 108,683

為替換算調整勘定 △518,589 △272,487

評価・換算差額等合計 △438,014 △163,803

少数株主持分 565,899 661,807

純資産合計 14,871,745 15,925,567

負債純資産合計 59,028,285 57,152,731
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(2) 四半期連結損益計算書 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 25,576,042 27,393,140

売上原価 22,878,992 24,169,658

売上総利益 2,697,049 3,223,482

販売費及び一般管理費 3,116,481 3,318,697

営業損失（△） △419,431 △95,215

営業外収益   

受取利息 795 1,545

受取配当金 1,912 1,871

持分法による投資利益 6,122 12,938

その他 34,075 29,359

営業外収益合計 42,905 45,714

営業外費用   

支払利息 279,133 249,257

為替差損 123,375 566,711

その他 41,626 5,753

営業外費用合計 444,136 821,721

経常損失（△） △820,661 △871,222

特別利益   

固定資産売却益 119 5,809

貸倒引当金戻入額 1,218 1,085

補助金収入 52,263 16,394

特別利益合計 53,601 23,289

特別損失   

固定資産処分損 2,560 13,734

投資有価証券評価損 66,489 －

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 69,049 39,767

税金等調整前四半期純損失（△） △836,109 △887,700

法人税、住民税及び事業税 68,991 113,951

法人税等調整額 △398,701 △456,285

法人税等合計 △329,710 △342,334

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △545,366

少数株主利益 13,618 2,622

四半期純損失（△） △520,017 △547,989
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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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