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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第68期

第２四半期連結
累計期間

第68期
第２四半期連結
会計期間

第67期

会計期間

自平成20年
４月１日
至平成20年
９月30日

自平成20年
７月１日
至平成20年
９月30日

自平成19年
４月１日
至平成20年
３月31日

売上高（千円） 23,973,48011,911,11962,918,838

経常利益（千円） 362,351 296,2412,030,400

四半期（当期）純利益（千円） △334,066△449,9571,206,648

純資産額（千円） － 37,392,33838,139,773

総資産額（千円） － 65,649,15271,467,841

１株当たり純資産額（円） － 888.77 909.52

１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） △8.05 △10.85 29.08

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） － － －

自己資本比率（％） － 56.16 52.80

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
6,375,467 － △2,460,525

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△4,464,572 － △1,658,212

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△277,734 － △490,311

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高（千円） － 6,551,3694,838,583

従業員数（人） － 1,848 1,785

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益の金額については、潜在株式が存在しないため記載してお

りません。
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２【事業の内容】

　当第２四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

 

３【関係会社の状況】

　当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

 

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成20年９月30日現在

従業員数（人） 1,848

　（注）　従業員数は就業人員（当社グループからグループ外部への出向者を除き、グループ外からの出向者を含む。）で

あり、臨時従業員数は10％未満のため記載を省略しております。

(2）提出会社の状況

 平成20年９月30日現在

従業員数（人） 1,486

　（注）　従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、臨時従業員数

は10％未満のため記載を省略しております。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　当第２四半期連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりです。

事業の種類別セグメントの名称 金額（千円）

輸送機器関連事業 7,830,844

電気機器関連事業 4,462,621

住設環境関連事業 732,370

合計 13,025,836

　（注）１．金額は販売価格によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

(2）受注状況

　当第２四半期連結会計期間における受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりです。

事業の種類別セグメントの名称 受注高（千円） 受注残高（千円）

輸送機器関連事業 12,189,82719,956,831

電気機器関連事業 5,901,6748,013,384

住設環境関連事業 578,191 531,652

合計 18,669,69328,501,868

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

(3）販売実績

　当第２四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりです。

事業の種類別セグメントの名称 金額（千円）

輸送機器関連事業 7,715,322

電気機器関連事業 3,519,609

住設環境関連事業 676,186

合計 11,911,119

　（注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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２【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３【財政状態及び経営成績の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断した

ものであります。

 

（1）業績の状況

当第２四半期における国内外の経済は、米国のサブプライム問題に端を発した世界的な金融不安や原油・素材価

格の高止まりの影響を受け国内の景気が停滞するなど、景況感が悪化に転じる状況となりました。

このような経済環境のもとで、当社グループのセグメント別売上高は以下の状況となりました。

輸送機器関連事業につきましては、航空機シート部門が増加したものの、鉄道車両シート部門が減少したことに

より、7,715百万円となりました。

電気機器関連事業につきましては、照明、情報システム、交通システムの各部門が減少したため、子会社のミナモ

ト通信㈱は横這いであったものの、3,519百万円となりました。

住設環境関連事業につきましては、住設機器、環境システムの両部門とも減少したことにより、676百万円となり

ました。

これらの結果、当第２四半期連結会計期間につきましては、11,911百万円となりました。

損益につきましては、全社を挙げての費用削減、コスト低減を推進した結果、営業利益は196百万円、経常利益は

296百万円となりました。また、四半期純利益につきましては、特別損失として保有債券に関する減損損失及び損失

引当金を1,099百万円計上した結果、△449百万円となりました。

 

　所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。

日本の売上高は10,510百万円、営業利益は526百万円となりました。その他の地域の売上高は1,400百万円、営業利

益は277百万円となりました。

　

（2）キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、第１四半期連結会計期間

末に比べ1,923百万円減少し、当四半期連結会計期間末には6,551百万円となりました。

 

　当第２四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因はつぎのとおりです。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果増加した資金は1,252百万円となりました。これは主に「売上債権の減少」4,016百万円などの増

加に対し、「たな卸資産の増加」△1,607百万円、「仕入債務の減少」△934百万円などによるものです。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は3,138百万円となりました。これは主に「投資有価証券・有価証券の取得による支

出」2,724百万円（売却による収入と相殺後）、「有形固定資産の取得による支出」311百万円などによるもので

す。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は48百万円となりました。これは主に「短期借入金・長期借入金の返済」34百万円

（借入による収入と相殺後）などによるものです。

 

（3）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

（4）研究開発活動

当第２四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、79百万円であります。

なお、当第２四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【設備の状況】
(1)主要な設備の状況

　当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

 

(2)設備の新設、除却等の計画

　当第２四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末において計画中であった重要な設備の新設、除却等

について、重要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はあり

ません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 160,000,000

計 160,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現在
発行数（株）
（平成20年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成20年11月４日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 41,587,061 41,587,061
東京証券取引所

（市場第二部）
－

計 41,587,061 41,587,061 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（千株）

発行済株式総
数残高
（千株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成20年７月１日～

平成20年９月30日
－ 41,587 － 9,214,629 － 8,211,217
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（５）【大株主の状況】

 平成20年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

株式会社小糸製作所  東京都港区高輪四丁目８番３号 20,794 50.00

バンクオブニューヨークジーシー

エムクライアントアカウンツイー

エルアールジー

［（常代）株式会社三菱東京ＵＦＪ

銀行］

 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 3,092 7.43

小糸工業取引先持株会 神奈川県横浜市戸塚区前田町100番地 1,880 4.52

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町一丁目１番２号 1,046 2.51

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 880 2.11

小糸工業従業員持株会 神奈川県横浜市戸塚区前田町100番地 815 1.95

第一生命保険相互会社

［（常代）資産管理サービス信託銀

行株式会社］

東京都中央区晴海一丁目８番12号 735 1.76

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 723 1.73

ＴＯＴＯ株式会社 福岡県北九州市小倉北区中島二丁目１番１号 607 1.46

日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社（信託口４）
東京都中央区晴海一丁目８番１１号 483 1.16

計 － 31,056 74.68
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（６）【議決権の状況】

 

①【発行済株式】

 平成20年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 103,000 －  

完全議決権株式（その他） 普通株式 41,203,000 41,202 －

単元未満株式数 普通株式 281,061 －
１単元（1,000株）未満

の株式

発行済株式総数  41,587,061 － －

総株主の議決権 － 41,202 －

 

②【自己株式等】

 平成20年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合

（％）

小糸工業株式会社
神奈川県横浜市戸塚区

前田町100
103,000 － 103,000 0.25

計 － 103,000 － 103,000 0.25

　（注）　上記のほか、株主名簿上は当会社名義になっておりますが、実質的に所有していない株式が1,000株あります。な

お、当該株式数は、上記「発行株式数」の「完全議決権株式（その他）」の中に含まれております。

 

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成20年
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高（円） 383 369 390 406 387 375

最低（円） 292 340 350 341 352 324

　（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。

 

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平

成20年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、公認会計士　水野刀治氏、公認会計士　櫻井欣吾氏、公認会計士　長澤明郎氏による四半期レ

ビューを受けております。
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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 4,323,376 4,004,898

受取手形 1,434,409 2,872,192

売掛金 13,702,325 25,773,375

有価証券 6,140,067 3,479,381

製品 4,875,663 3,261,550

原材料 3,697,736 1,574,104

仕掛品 7,199,575 8,350,411

繰延税金資産 1,107,079 1,073,795

その他 1,435,861 260,566

貸倒引当金 △614,228 △22,146

流動資産合計 43,301,866 50,628,129

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 4,991,939 5,065,742

構築物（純額） 62,107 66,188

機械装置及び運搬具（純額） 540,116 574,150

工具、器具及び備品（純額） 1,265,099 1,354,104

土地 3,058,767 3,058,767

建設仮勘定 140,982 －

有形固定資産合計 ※1
 10,059,012

※1
 10,118,952

無形固定資産

電話加入権 27,154 27,154

その他 316,880 360,277

無形固定資産合計 344,035 387,432

投資その他の資産

投資有価証券 6,423,492 5,446,209

繰延税金資産 4,769,693 4,111,625

その他 775,096 797,961

貸倒引当金 △24,045 △22,470

投資その他の資産合計 11,944,238 10,333,326

固定資産合計 22,347,286 20,839,711

資産合計 65,649,152 71,467,841
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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 918,045 959,944

買掛金 10,190,318 14,037,753

短期借入金 1,300,000 1,300,000

1年内返済予定の長期借入金 24,070 10,000

未払金 340,699 1,260,202

未払費用 2,280,126 2,230,634

未払法人税等 4,024 124,631

前受金 1,029,415 821,036

賞与引当金 969,177 862,334

役員賞与引当金 2,000 41,300

設備関係支払手形 55,929 11,863

その他 84,260 270,431

流動負債合計 17,198,068 21,930,132

固定負債

長期借入金 2,249,999 2,333,619

退職給付引当金 8,463,877 8,722,537

役員退職慰労引当金 271,420 268,027

長期預り保証金 73,449 73,752

固定負債合計 11,058,746 11,397,935

負債合計 28,256,814 33,328,068

純資産の部

株主資本

資本金 9,214,629 9,214,629

資本剰余金 8,211,250 8,211,354

利益剰余金 19,204,379 19,730,932

自己株式 △41,779 △39,920

株主資本合計 36,588,480 37,116,995

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 229,632 578,488

為替換算調整勘定 51,411 39,858

評価・換算差額等合計 281,044 618,347

少数株主持分 522,814 404,430

純資産合計 37,392,338 38,139,773

負債純資産合計 65,649,152 71,467,841
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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 23,973,480

売上原価 20,494,588

売上総利益 3,478,891

販売費及び一般管理費 ※1
 3,418,093

営業利益 60,797

営業外収益

受取利息 126,386

受取配当金 22,808

持分法による投資利益 14,268

雑収入 183,771

営業外収益合計 347,235

営業外費用

支払利息 31,994

雑損失 13,687

営業外費用合計 45,681

経常利益 362,351

特別利益

投資有価証券売却益 98,360

特別利益合計 98,360

特別損失

固定資産除却損 4,193

減損損失 499,999

貸倒引当金繰入額 600,000

損害賠償金 3,655

特別損失合計 1,107,848

税金等調整前四半期純損失（△） △647,135

法人税等 ※2
 △404,214

少数株主利益 91,145

四半期純損失（△） △334,066
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：千円）

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)

売上高 11,911,119

売上原価 10,019,821

売上総利益 1,891,297

販売費及び一般管理費 ※1
 1,695,109

営業利益 196,188

営業外収益

受取利息 112,857

受取配当金 5,121

雑収入 10,335

営業外収益合計 128,315

営業外費用

支払利息 16,518

持分法による投資損失 369

雑損失 11,374

営業外費用合計 28,262

経常利益 296,241

特別損失

固定資産除却損 3,599

減損損失 499,999

貸倒引当金繰入額 600,000

特別損失合計 1,103,598

税金等調整前四半期純損失（△） △807,356

法人税等 ※2
 △411,969

少数株主利益 54,570

四半期純損失（△） △449,957
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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損失（△） △647,135

減価償却費 700,745

減損損失 499,999

貸倒引当金の増減額（△は減少） 593,526

退職給付引当金の増減額（△は減少） △255,266

賞与引当金の増減額（△は減少） 67,543

受取利息及び受取配当金 △149,195

支払利息 31,994

持分法による投資損益（△は益） △14,268

投資有価証券売却損益（△は益） △109,374

売上債権の増減額（△は増加） 13,744,859

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,539,787

仕入債務の増減額（△は減少） △4,004,587

前払費用の増減額（△は増加） △519,319

未払金の増減額（△は減少） △829,447

その他 △131,898

小計 6,438,387

利息及び配当金の受取額 149,195

利息の支払額 △31,994

法人税等の支払額 △180,121

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,375,467

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 △2,989,364

有価証券の売却による収入 2,300,000

有形固定資産の取得による支出 △604,075

投資有価証券の取得による支出 △3,225,082

投資有価証券の売却による収入 102,820

その他 △48,870

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,464,572

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 100,000

短期借入金の返済による支出 △115,400

長期借入金の返済による支出 △54,150

配当金の支払額 △206,221

その他 △1,963

財務活動によるキャッシュ・フロー △277,734

現金及び現金同等物に係る換算差額 79,626

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,712,786

現金及び現金同等物の期首残高 4,838,583
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（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)

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,551,369
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【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】

 
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）

会計処理基準に関する事項の

変更

（1）重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

たな卸資産

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法によ

る原価法によっておりましたが、第１四半期連結会計期間より「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）が適用されたことに伴

い、主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基

づく簿価切り下げの方法）により算定しております。

なお、これによる損益へ与える影響はありません。

 （2）「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）を適用しており

ます。

なお、これによる損益へ与える影響はありません。

 

【追加情報】

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）

当社グループ保有債券について価値下落及び回収不能の可能性があることから、特別損失に減損損失及び貸倒引当金

繰入額を計上しております。
 

減損損失    499,999千円

貸倒引当金繰入額 600,000
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

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
（平成20年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額は19,365,908千円で

あります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額は18,776,989千円で

あります。

 

（四半期連結損益計算書関係）

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）

※１．販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次のとおりであります。

給与手当・賞与 1,151,863千円

賞与引当金繰入額

荷造・運送費

313,377

337,921

※２．税効果会計の適用に当たり「簡便法」を採用しておりますので、税金費用については法人税等調整額を含めた金

額を一括掲記しております。

３．当社グループは連結会計年度の上半期の売上高と下半期の売上高との間に著しい相違があり、上半期と下半期の

業績に季節的変動があります。 

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）

※１．販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次のとおりであります。

給与手当・賞与 425,625千円

賞与引当金繰入額

荷造・運送費

300,159

164,975

※２．税効果会計の適用に当たり「簡便法」を採用しておりますので、税金費用については法人税等調整額を含めた金

額を一括掲記しております。

３．当社グループは連結会計年度の上半期の売上高と下半期の売上高との間に著しい相違があり、上半期と下半期の

業績に季節的変動があります。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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）

現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成20年９月30日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 4,323,376

預入期間が３ヶ月超える定期預金 △67,117

有価証券 6,140,067

償還期限が３ヵ月以上の有価証券 △3,844,956

現金及び現金同等物 6,551,369
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（株主資本等関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成20年９月30日）及び当第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）

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式 41,587千株

 

２．自己株式の種類及び株式数

普通株式 103千株

 

３．新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。

 

４．配当に関する事項

　配当金支払額

（決議）
 

株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年６月24日

定時株主総会
普通株式 207,446利益剰余金 5 平成20年３月31日平成20年６月25日
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日　至平成20年９月30日）

 
輸送機器関
連事業
（千円）

電気機器関
連事業
（千円）

住設環境関
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 7,715,3223,519,609676,18611,911,119 － 11,911,119

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
817,519102,330 － 919,850(919,850) －

計 8,532,8423,621,940676,18612,830,970(919,850)11,911,119

営業損益 293,671481,80828,750804,230(608,042)196,188

 

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）

 
輸送機器関
連事業
（千円）

電気機器関
連事業
（千円）

住設環境関
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 17,082,2875,610,1611,281,03123,973,480 － 23,973,480

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
1,553,854183,682 － 1,737,536(1,737,536)－

計 18,636,1415,793,8431,281,03125,711,016(1,737,536)23,973,480

営業損益 1,359,352△161,23252,3841,250,504(1,189,707)60,797

　（注）１．事業区分は、内部管理上の集計区分によっております。

２．各事業の主な製品

(1）輸送機器関連事業……鉄道車両用照明・制御機器、モニターシステム、情報表示システム、鉄道車両用シー

ト、航空機用シート

(2）電気機器関連事業……道路照明、トンネル照明、道路情報表示システム、トンネル非常警報システム、交通

管理システム、交通信号機器、各種工事

(3）住設環境関連事業……浴室換気暖房乾燥機、自動洗面器、ハンドドライヤー、ベビーシート、バイオ関連シ

ステム、空気調和設備、各種工事

 

【所在地別セグメント情報】

　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）

日本
（千円）

その他の地域
（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 10,510,2071,400,91111,911,119 － 11,911,119

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
342,510 14,154 356,664(356,664) －

計 10,852,718
1,415,065　　　　　

　　　　
12,267,784(356,664)11,911,119

営業損益 526,409 277,821804,230(608,042)196,188

 

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）

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。  
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【海外売上高】

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）

 北米 アジア 欧州 合計

Ⅰ　海外売上高（千円） 1,373,770 802,176 300,780 2,476,726

Ⅱ　連結売上高（千円）             11,911,119

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の

割合（％）
11.5 6.7 2.5 20.8

 

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）

 北米 アジア 欧州 合計

Ⅰ　海外売上高（千円） 2,586,7381,541,168 751,319 4,879,225

Ⅱ　連結売上高（千円）             23,973,480

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の

割合（％）
10.8 6.4 3.1 20.4

　（注）１．国又は地域の区分の方法は、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は以下のとおりであります。

北米　：米国

アジア：台湾、中国、タイ、その他

欧州　：英国、ドイツ、オランダ、その他

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。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

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
（平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 888.77円 １株当たり純資産額 909.52円

 

２．１株当たり四半期純利益金額等

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）

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）

１株当たり四半期純損失金額 8.05円 １株当たり四半期純損失金額 10.85円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、１株当たり純損失であり、また、潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、１株当たり純損失であり、また、潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。

　（注）１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
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）

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）

四半期純損失（千円） 334,066 449,957

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純損失（千円） 334,066 449,957

期中平均株式数（千株） 41,486 41,485

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

 

  平成20年10月25日 

 

小糸工業株式会社   

 取締役会 御中  

 

   公認会計士水野刀治事務所

   公認会計士 水野　刀治　　印

 

   公認会計士櫻井欣吾事務所

   公認会計士 櫻井　欣吾　　印

 

   公認会計士長澤明郎事務所

   公認会計士 長澤　明郎　　印

 

　私たちは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている小糸工業株式会社の平成

20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平成20年９月

30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、す

なわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビュー

を行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、私たちの責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。

　私たちは、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半

期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その

他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施さ

れる年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続きにより行われた。

　私たちが実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、小糸工業株式会社及び連結子会社の平成20年９月30日現在の財政状態、同日を

もって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッ

シュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

　会社と私たちの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

　以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は四半期報告書提

出会社が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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