
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

   

   

 

   

   

   

 

     

   

 

 
(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第１四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24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 ％

25年３月期第１四半期 10,531 9.7 139 ― △132 ― △103 ―
24年３月期第１四半期 9,600 14.9 △353 ― △671 ― △379 ―

(注) 包括利益 25年３月期第１四半期 △191百万円( ―％) 24年３月期第１四半期 △432百万円( ―％)

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

25年３月期第１四半期 △3.87 ―
24年３月期第１四半期 △14.14 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年３月期第１四半期 56,668 15,089 25.9
24年３月期 56,869 15,361 26.3

(参考) 自己資本 25年３月期第１四半期 14,670百万円 24年３月期 14,936百万円

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

24年３月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00
25年３月期 ―

25年３月期(予想) 0.00 ― 5.00 5.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日）

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) 21,905 △1.0 426 ― 277 ― 127 ― 4.73
通期 47,298 △5.0 1,036 △3.2 742 23.0 385 ― 14.35

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



  

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

（２）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）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 有

④ 修正再表示 ： 無

 （注）詳細は、添付資料P.3「2.サマリー情報（注記事項）に関する事項（3）会計方針の変更・会計上の見積の
  変更・修正再表示」をご覧ください。

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年３月期１Ｑ 26,863,974株 24年３月期 26,863,974株

② 期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 37,334株 24年３月期 37,334株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 26,826,640株 24年３月期１Ｑ 26,828,969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は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開

示時点において、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。

※ 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大きく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、【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. 当四半期決算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１四半期連結累計期間は、米国における景気回復の遅れ、欧州政府債務危機の深刻化、中国な

どを中心とした新興諸国における景気の鈍化など、世界景気は不透明な状況が続きました。国内におい

ては、東日本大震災からの復興需要などを背景に景気は持ち直してきましたが、前期末に一時円安へと

向かった円相場は、欧州の財政不安などを背景に再び円高に転じ、輸出企業にとっては厳しい状況が続

きました。 

航空輸送業界では、国内にも就航を開始して注目を浴びている格安航空会社（LCC）の業績は比較的

好調を維持する一方、大手航空会社はLCCとの競争激化や燃料の高騰などで厳しい経営を強いられて

おり、燃費効率に優れるボーイング787などの次世代航空機の需要は益々高まってきています。機体メー

カーのボーイングやエアバスでは、737やA320などの小型旅客機の大量発注を受けるなど受注は引き続

き好調で、787をはじめとした中型機種を含めて、増産体制の構築を急いでいます。 

こうしたなか当社では、内装品事業においては、787をはじめとした製品の増産対応と種々のコスト削減

施策を推し進めました。機器製造事業においては、炭素繊維構造部材（ADP）及び民間航空機用エンジ

ン部品の生産量増加に対応し、又、工場全体の生産効率をより高めるために宮城県の新工場建設に着手

しました。航空機整備事業においては、震災の影響で減少した仙台整備工場の受注量確保に努めるとと

もに、東南アジアなど海外からの装備品整備受注に向けた取り組みを進め、EASA（欧州航空安全庁）

より修理事業認可を取得しました。 

当第１四半期連結累計期間の経営成績は以下のとおりです。 

内装品事業では、ギャレー、ラバトリーの出荷増加やスペアパーツ販売が堅調に推移したことで、前年

同四半期に比べ売上高が増加して営業利益を確保しましたが、期初予定していた一部製品の第2四半期

以降への出荷繰り延べや為替差損などによって経常損失となりました。 

機器製造事業では、熱交換器等の防衛関連部品の受注が好調で生産量が前年同四半期に比べて増

加したことから、売上高、利益ともに好調に推移しました。 

整備事業では、東日本大震災で被災した機体整備の中核工場である仙台整備工場が、昨年10月より

操業を再開したことから、売上高は前年同四半期に比べて増加しましたが、震災の影響で採算性が悪化

した前期末仕掛工事の完了が集中したことなどにより経常損失となりました。 

この結果、当第１四半期連結累計期間の連結経営成績は、売上高 10,531 百万円 （前年同四半期

比 931百万円増）、営業利益 139百万円 （前年同四半期は、営業損失 353百万円）、経常損失 132百

万円 （前年同四半期は、経常損失 671百万円）、四半期純損失 103百万円 （前年同四半期は、四半

期純損失 379百万円）となりました。 

 

（2）連結業績予想に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間は、出荷の繰り延べや為替差損の発生などで経常損失となりましたが、内

装品事業においてはスペアパーツ販売が堅調で、且つ、第2四半期以降は当初計画通りの製品出荷を予

定していること、機器製造事業では防衛関連部品の出荷が予定よりも増加傾向にあることなどから、現時

点において平成24年5月11日に発表した業績予想に変更はありません。 
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2．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第1四半期連結会計期間より、平成24年4月

1日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更して

おります。 

これによる損益に与える影響は軽微であります。 
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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)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,902,373 2,397,382

受取手形及び売掛金 14,929,237 13,660,218

商品及び製品 80,998 396,283

仕掛品 13,828,965 13,694,774

原材料及び貯蔵品 8,449,699 9,839,517

その他 3,682,353 3,349,208

貸倒引当金 △8,844 △8,211

流動資産合計 43,864,783 43,329,175

固定資産   

有形固定資産 8,804,108 9,172,165

無形固定資産 1,027,877 1,073,400

投資その他の資産 3,172,822 3,093,883

固定資産合計 13,004,808 13,339,449

資産合計 56,869,592 56,668,625

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,440,184 6,971,943

短期借入金 17,766,890 17,758,931

未払法人税等 108,981 322,894

賞与引当金 974,755 1,646,816

工事損失引当金 1,069,056 1,105,215

その他 4,127,207 3,989,893

流動負債合計 31,487,074 31,795,694

固定負債   

長期借入金 3,624,486 3,491,927

退職給付引当金 5,243,571 5,213,019

役員退職慰労引当金 415,890 388,648

環境対策引当金 66,406 66,406

その他 670,210 623,128

固定負債合計 10,020,565 9,783,130

負債合計 41,507,640 41,578,824
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

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 5,715,126 5,530,711

自己株式 △29,265 △29,265

株主資本合計 15,413,748 15,229,333

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 23,809 9,678

為替換算調整勘定 △500,618 △568,719

その他の包括利益累計額合計 △476,808 △559,041

少数株主持分 425,012 419,508

純資産合計 15,361,952 15,089,800

負債純資産合計 56,869,592 56,668,625
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
 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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 9,600,323 10,531,932

売上原価 8,877,527 9,034,877

売上総利益 722,795 1,497,055

販売費及び一般管理費 1,076,208 1,357,976

営業利益又は営業損失（△） △353,413 139,078

営業外収益   

受取利息 174 196

受取配当金 1,989 1,987

持分法による投資利益 3,091 －

保険事務手数料 2,382 2,348

助成金収入 1,192 7,648

その他 4,696 4,027

営業外収益合計 13,527 16,207

営業外費用   

支払利息 77,348 77,231

為替差損 237,511 200,669

持分法による投資損失 － 5,662

その他 17,138 3,788

営業外費用合計 331,998 287,352

経常損失（△） △671,885 △132,066

特別利益   

固定資産売却益 135 831

補助金収入 4,022 －

受取保険金 100,000 －

その他 6,453 －

特別利益合計 110,611 831

特別損失   

固定資産処分損 197 473

災害損失 124,181 －

特別損失合計 124,379 473

税金等調整前四半期純損失（△） △685,653 △131,708

法人税、住民税及び事業税 75,936 286,971

法人税等調整額 △384,984 △325,617

法人税等合計 △309,047 △38,645

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △376,605 △93,063

少数株主利益 2,778 10,872

四半期純損失（△） △379,383 △103,935
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 四半期連結包括利益計算書 
 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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △376,605 △93,063

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 704 △14,131

為替換算調整勘定 △54,979 △69,361

持分法適用会社に対する持分相当額 △1,940 △15,116

その他の包括利益合計 △56,215 △98,608

四半期包括利益 △432,821 △191,672

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △420,738 △186,167

少数株主に係る四半期包括利益 △12,083 △5,504
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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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