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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69期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第70期
第１四半期連結
累計(会計)期間

第69期

会計期間

自平成21年
４月１日
至平成21年
６月30日

自平成22年
４月１日
至平成22年
６月30日

自平成21年
４月１日
至平成22年
３月31日

売上高（千円） 8,229,2298,865,19851,520,542

経常利益（千円）（△は損失） △1,249,466△1,613,656402,920

四半期（当期）純利益（千円）（△は損失） △903,559△2,307,561△10,764,218

純資産額（千円） 37,012,26124,838,04227,196,214

総資産額（千円） 66,476,06254,053,18258,005,418

１株当たり純資産額（円） 875.29 577.97 637.35

１株当たり四半期（当期）純利益金額（円）（△は損失） △21.78 △55.63 △260.18

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（％） 54.62 44.35 45.58

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
6,714,3534,271,535△5,727,327

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△1,200,050△80,299 499,221

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△122,714△26,090 809,944

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高（千円） 13,175,1777,505,7383,353,156

従業員数（人） 1,937 1,959 1,926

　（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１四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１四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22年６月30日現在

従業員数（人） 1,959

　（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、グループ外から当社グループへの出向

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。

 

(2）提出会社の状況

 平成22年６月30日現在

従業員数（人） 1,568

　（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１四半期連結会計期間の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりです。

セグメントの名称
当第１四半期連結会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）　

前年同四半期比（％）

輸送機器関連事業（千円） 6,666,875 101.3

電気機器関連事業（千円） 3,559,490 119.6

住設環境関連事業（千円） 537,216 122.0

合計（千円） 10,763,581 107.7

　（注）１．金額は販売価格によっており、セグメント間の内部振替前の数値によっております。

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１四半期連結会計期間における受注状況をセグメントごとに示すと、次のとおりです。

セグメントの名称 受注高（千円）
前年同四半期比
（％）

受注残高（千円）
前年同四半期比
（％）

輸送機器関連事業 6,496,459 105.5 18,170,173 92.8

電気機器関連事業 2,041,595 58.2 6,782,051 116.1

住設環境関連事業 626,314 144.0 467,359 180.5

合計 9,164,369 90.7 25,419,584 99.0

　（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１四半期連結会計期間の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりです。

セグメントの名称
当第１四半期連結会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）　

前年同四半期比（％）

輸送機器関連事業（千円） 5,532,421 96.1

電気機器関連事業（千円） 2,871,961 141.2

住設環境関連事業（千円） 460,815 104.5

合計（千円） 8,865,198 107.7

　（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。

 

２【事業等のリスク】

　当第１四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。 

  

３【経営上の重要な契約等】

　当第１四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。
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４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　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１四半期における我が国の経済は、一部で企業業績や設備投資に回復が見られたものの、全体的にはデフレ傾

向が続き、消費が伸び悩むなど、大きな回復には至らない状況で推移いたしました。

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、鉄道車両機器部門が引き続き好調であったものの、航空機シート部門及び米

国子会社が売上減となったことにより、前年同期比減となりました。

電気機器関連事業につきましては、各部門が堅調であった中、特に情報システム部門が売上増となったことによ

り、前年同期比増となりました。

住設環境関連事業につきましては、住設機器部門が売上増となったことにより、前年同期比増となりました。

これらの結果、当第１四半期における当社グループ全体の売上高は、前年同期比7.7％増の8,865百万円となりま

した。

損益につきましては、営業利益は48百万円と前年同期比増となりましたが、経常損失は、航空事業安全対策費が増

加したこともあり1,613百万円と前年同期比増となりました。また四半期純損失につきましては、貸倒引当金繰入額

300百万円及び環境対策引当金繰入額199百万円を特別損失に計上したことにより2,307百万円と前年同期比大幅増

となりました。

　   

（2）キャッシュ・フローの状況

当第１四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、前連結会計年度末に比べ

4,152百万円増加し、当第１四半期連結会計期間末には7,505百万円となりました。

 

　当第１四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4,271百万円（前年同四半期は6,714百万円の増加）となりました。これは主に売

上債権の減少10,167百万円などの増加に対し、税金等調整前四半期純損失2,116百万円、たな卸資産の増加2,169百

万円、仕入債務の減少1,631百万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80百万円（前年同四半期は1,200百万円の使用）となりました。これは主に有形固

定資産の取得による支出92百万円によるものです。

 

（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26百万円（前年同四半期は122百万円の使用）となりました。これは主に借入金の

返済による支出23百万円によるものです。

 

（3）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四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１四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、56百万円であります。

なお、当第１四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１四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１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画し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１四半期会計期間末現在
発行数（株）
（平成22年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成22年８月５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）

単元株式数

1,000株　

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）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。　

　　

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

（５）【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22年４月１日～

平成22年６月30日
－ 41,587 － 9,214,629 － 8,211,217

 

（６）【大株主の状況】

　大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりませ

ん。
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（７）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（平成22年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

 

①【発行済株式】

 平成22年６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 108,000 －  

完全議決権株式（その他） 普通株式 41,220,000 41,220 －

単元未満株式 普通株式 259,061 －
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 － 41,220 －

 

②【自己株式等】

 平成22年６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
108,000 － 108,000 0.26

計 － 108,000 － 108,000 0.26

　（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22年
４月

５月 ６月

最高（円） 210 190 174

最低（円） 185 155 155

　（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。

　なお、前第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）及び前第１四半期連結累計期間

（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第１四半期連結

会計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）及び当第１四半期連結累計期間（平成22年４月１日から

平成22年６月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則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、前第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平

成21年６月30日まで）及び前第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表並びに当第１四半期連結会計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）及び当第１四半

期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について明治監査法人

による四半期レビューを受けております。

 

EDINET提出書類

小糸工業株式会社(E01970)

四半期報告書

 9/21



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 5,878,916 3,115,010

受取手形及び売掛金 13,671,621 23,691,316

有価証券 2,099,999 701,019

製品 3,928,190 3,526,647

仕掛品 8,293,904 6,867,142

原材料及び貯蔵品 4,078,485 3,770,025

その他 1,052,991 679,910

貸倒引当金 △610,557 △311,478

流動資産合計 38,393,552 42,039,591

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,470,270 4,554,544

機械装置及び運搬具（純額） 498,934 541,830

工具、器具及び備品（純額） 879,812 911,405

土地 3,059,209 3,059,209

建設仮勘定 35,504 43,059

有形固定資産合計 ※1
 8,943,731

※1
 9,110,049

無形固定資産 1,032,729 1,100,664

投資その他の資産

投資有価証券 4,856,119 4,909,407

その他 856,740 875,396

貸倒引当金 △29,690 △29,690

投資その他の資産合計 5,683,169 5,755,113

固定資産合計 15,659,630 15,965,827

資産合計 54,053,182 58,005,418
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（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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 11,800,303 13,323,675

短期借入金 4,416,160 4,409,900

未払金 201,787 242,099

未払費用 2,055,632 2,042,228

未払法人税等 88,691 293,865

賞与引当金 781,849 854,167

役員賞与引当金 1,000 11,000

その他 1,334,590 1,140,837

流動負債合計 20,680,016 22,317,773

固定負債

長期借入金 170,120 199,396

退職給付引当金 7,914,535 7,883,911

役員退職慰労引当金 184,341 339,976

環境対策引当金 199,088 －

その他 67,039 68,147

固定負債合計 8,535,124 8,491,431

負債合計 29,215,140 30,809,204

純資産の部

株主資本

資本金 9,214,629 9,214,629

資本剰余金 8,211,217 8,211,217

利益剰余金 7,153,134 9,460,696

自己株式 △42,306 △42,218

株主資本合計 24,536,674 26,844,323

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △505,871 △391,800

為替換算調整勘定 △57,753 △16,117

評価・換算差額等合計 △563,625 △407,917

少数株主持分 864,992 759,808

純資産合計 24,838,042 27,196,214

負債純資産合計 54,053,182 58,005,418
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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 8,229,229 8,865,198

売上原価 7,924,372 7,760,573

売上総利益 304,856 1,104,625

販売費及び一般管理費 ※1
 1,398,138

※1
 1,056,003

営業利益又は営業損失（△） △1,093,281 48,621

営業外収益

受取利息 16,697 13,290

受取配当金 16,973 18,380

保険配当金 － 77,931

雑収入 29,954 27,238

営業外収益合計 63,625 136,841

営業外費用

支払利息 14,559 17,094

航空事業安全対策費 － 1,733,096

持分法による投資損失 144,696 －

雑損失 60,555 48,927

営業外費用合計 219,810 1,799,119

経常損失（△） △1,249,466 △1,613,656

特別損失

固定資産除売却損 2,370 3,748

貸倒引当金繰入額 － 300,000

環境対策引当金繰入額 － 199,088

特別損失合計 2,370 502,836

税金等調整前四半期純損失（△） △1,251,837 △2,116,492

法人税等 ※2
 △442,718

※2
 69,649

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △2,186,141

少数株主利益 94,440 121,419

四半期純損失（△） △903,559 △2,307,561
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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）

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)

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（△） △1,251,837 △2,116,492

減価償却費 337,769 320,680

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,558 299,079

退職給付引当金の増減額（△は減少） △41,892 △125,011

賞与引当金の増減額（△は減少） 49,648 △82,317

受取利息及び受取配当金 △33,671 △31,670

支払利息 14,559 17,094

持分法による投資損益（△は益） 144,696 －

有形固定資産売却損益（△は益） 2,370 3,653

売上債権の増減額（△は増加） 14,343,074 10,167,084

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,163,376 △2,169,973

仕入債務の増減額（△は減少） △4,209,928 △1,631,727

前払費用の増減額（△は増加） △212,582 △186,533

未払金の増減額（△は減少） △31,801 △39,126

未払費用の増減額（△は減少） 480,419 24,246

その他 △259,905 75,876

小計 7,164,984 4,524,862

利息及び配当金の受取額 43,565 37,882

利息の支払額 △10,904 △14,195

法人税等の支払額 △483,292 △277,013

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,714,353 4,271,535

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 △1,395,754 －

有価証券の売却による収入 494,750 －

有形固定資産の取得による支出 △433,129 △92,422

投資有価証券の取得による支出 △2,099 △1,799

その他 136,183 13,921

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,200,050 △80,299

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出 △7,509 △4,950

長期借入れによる収入 100,000 －

長期借入金の返済による支出 △19,566 △18,066

配当金の支払額 △193,267 △536

少数株主への配当金の支払額 △2,450 △2,450

その他 78 △87

財務活動によるキャッシュ・フロー △122,714 △26,090

現金及び現金同等物に係る換算差額 △14,783 △12,562

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 5,376,805 4,152,582

現金及び現金同等物の期首残高 7,798,371 3,353,156

現金及び現金同等物の四半期末残高 13,175,177 7,505,738
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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１四半期連結会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

資産除去債務に関する会計基

準の適用

　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、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響はあり

ません。

　なお、国内外において営業所・工場として賃借している建物は、不動産賃貸借契約に

基づき、退去時における現状回復に係る債務を有しておりますが、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

的に見積も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。　

　

【表示方法の変更】

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

（四半期連結損益計算書）

　「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）に基づく「財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用によ

り、当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目で表示しております。

　

【追加情報】

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

　当社グループが製造・販売する航空機シートの納入遅延問題は継続中であります。

　

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

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
（平成22年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額は20,336,726千円で

あります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額は20,186,443千円で

あります。
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（四半期連結損益計算書関係）

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）

※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。

※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 648,052　千円

賞与引当金繰入額 11,993

荷造・運送費 95,943

給与手当・賞与 387,342　千円

減価償却費 97,728

荷造・運送費 56,179

※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。

※２．　　　　　　　　　同左

　

　

３．　　　　　　　　　同左

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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）

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

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21年６月30日現在） （平成22年６月30日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 8,754,680

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △72,249

有価証券 6,668,310

償還期限が３ヵ月以上の有価証券 △2,175,564

現金及び現金同等物 13,175,177

 

 （千円）

現金及び預金勘定 5,878,916

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △72,497

有価証券 2,099,999

償還期限が３ヵ月以上の有価証券 △400,680

現金及び現金同等物 7,505,738

 

 

（株主資本等関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成22年６月30日）及び当第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）

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 109千株

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

該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【事業の種類別セグメント情報】

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）

 
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 5,754,0512,034,280440,8978,229,229 － 8,229,229

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
828,44050,984 － 879,425(879,425) －

計 6,582,4912,085,265440,8979,108,654(879,425)8,229,229

営業損益 △137,053△410,917△21,164△569,136(524,145)△1,093,281

　（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】

　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）

　
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 6,772,6131,456,6168,229,229 － 8,229,229　

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
270,978 13,007 283,986(283,986) － 　

計 7,043,592
1,469,623　　　　

　　　　　
8,513,216(283,986)8,229,229　

営業損益 △963,387394,251△569,136(524,145)△1,093,281　

　（注）その他の地域は米国、中国であります。

　

【海外売上高】

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）

 北米 アジア 欧州 合計

Ⅰ　海外売上高（千円） 998,059 629,665 29,502 1,657,226

Ⅱ　連結売上高（千円）             8,229,229

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の

割合（％）
12.1 7.6 0.4 20.1

　（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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【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

  当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営

資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

　当社は、製品別に国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。

　したがって、当社は製品別のセグメントから構成されており、「輸送機器関連事業」、「電気機器関連事

業」及び「住設環境関連事業」の３つを報告セグメントとしております。　

　「輸送機器関連事業」は、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、航空機用シート等を生産しております。

　「電気機器関連事業」は、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、交通信号機器等の生産や、各種工事を行っております。

　「住設環境関連事業」は、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、空気調和設備等の生産や、各種工事を行っております。

　　

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

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）

（単位：千円）

 
　

報告セグメント　
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２　

輸送機器
関連事業

電気機器
関連事業

住設環境
関連事業　

合計

売上高       

外部顧客への売上高 5,532,4212,871,961460,8158,865,198 － 8,865,198

セグメント間の内部売上高

又は振替高
763,84972,818 － 836,668△836,668 －

計 6,296,2702,944,780460,8159,701,866△836,6688,865,198

セグメント利益（△は損失） 90,096234,56716,657341,321△292,69948,621

（注）１．セグメント利益の調整額△292,699千円は、各報告セグメントに配分していない提出会社の管理部門等に

係る費用です。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

（追加情報）

　当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成21年３月

27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号　平成20年３月21

日）を適用しております。　
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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
（平成22年３月31日）

１株当たり純資産額 577.97円 １株当たり純資産額 637.35円

 

２．１株当たり四半期純損失金額等

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）

１株当たり四半期純損失金額 21.78円 １株当たり四半期純損失金額 55.63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株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
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）

四半期純損失（千円） 903,559 2,307,561

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） 903,559 2,307,561

期中平均株式数（千株） 41,480 41,478

 

（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21年８月４日 

小糸工業株式会社  

 取締役会 御中  

 　明治監査法人

 
　代表社員

　業務執行社員　
公認会計士 芳井　誠　　印

 
　代表社員

　業務執行社員　
公認会計士 笹山　淳　　印

　

　当監査法人は、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21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成21年

６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６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、当監査法人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。

　当監査法人は、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。

　当監査法人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21年６月30日現在の財政状態並

びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・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。

 

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、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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独立監査人の四半期レビュー報告書

  平成22年８月３日 

小糸工業株式会社  

 取締役会 御中  

 　明治監査法人

 
　代表社員

　業務執行社員　
公認会計士 芳　井　　誠　印

 
　代表社員

　業務執行社員　
公認会計士 笹　山　　淳　印

 
　代表社員

　業務執行社員　
公認会計士 二階堂　博文　印

　当監査法人は、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22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成22年４月１日から平成22年

６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年６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、当監査法人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。

　当監査法人は、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。

　当監査法人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22年６月30日現在の財政状態並

びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・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。

 

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、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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