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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108期
第２四半期
連結累計期間

第109期
第２四半期
連結累計期間

第108期

会計期間
自  平成23年４月１日
至  平成23年９月30日

自  平成24年４月１日
至  平成24年９月30日

自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日

売上高 (百万円) 9,900 10,190 21,808

経常利益 (百万円) 457 521 1,129

四半期(当期)純利益 (百万円) 264 308 489

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) △146 △72 350

純資産額 (百万円) 24,625 24,859 25,027

総資産額 (百万円) 57,905 56,585 58,453

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 8.37 9.78 15.50

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 (％) 42.53 43.93 42.82

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 987 1,339 2,258

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,694 △642 △2,003

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,378 △939 △2,307

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 5,873 5,679 5,937

　

回次
第108期
第２四半期
連結会計期間

第109期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自  平成23年７月１日
至  平成23年９月30日

自  平成24年７月１日
至  平成24年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 3.76 3.79

(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、消費税等は含まれておりません。

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２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の連結子会社）において営まれてい

る事業の内容に重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

　

EDINET提出書類

昭和飛行機工業株式会社(E02251)

四半期報告書

 3/26



第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項

のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は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」についての重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在しておりません。

　

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、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、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したもので

あります。

(1) 業績の状況

当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、長期化するデフレによる景気低迷のもと、先行きは

依然として不透明な状況にあります。

このような状況のもと、当第２四半期の連結業績は、売上高101億90百万円（前年同期比2.9％増）、営

業利益６億51百万円（前年同期比1.1％増）、経常利益５億21百万円（前年同期比13.9％増）、四半期純

利益は３億８百万円（前年同期比16.8％増）となりました。

　

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

なお、第１四半期連結会計期間より、社内の管理体制の変更に対応し、報告セグメントの区分を変更し

ております。これに伴い、前年同四半期のセグメント利益又は損失につきましても変更後の算定方法によ

り組み替えております。詳細は、「第４　経理の状況　１　四半期連結財務諸表　注記事項（セグメント情報

等）」に記載しております。

［輸送用機器関連事業］

タンクローリーをはじめとした特殊車両関係の販売が引き続き好調に推移したことにより、売上高は

29億90百万円と前年同期比48百万円、1.6％の増収、セグメント損益は３億27百万円の損失（前年同期３

億70百万円の損失）でありました。

［不動産賃貸事業］

ショッピングモールにおいては各種販売促進イベントや新規テナントの誘致、また遊休地を新たに賃

貸したこともあり、売上高は33億27百万円と前年同期比１億１百万円、3.1％の増収となりましたが、セグ

メント利益は開発に伴う一時的費用や電力料金の値上等の影響もあり10億94百万円と前年同期比49百万

円、4.3％の減益となりました。
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［ホテル・スポーツ・レジャー事業］

ホテル、ゴルフにおいて集客施策が功を奏してきたこともあり、前年度に比べると来客数が共に回復し

収益が改善しました。その結果、売上高は22億54百万円と前年同期比75百万円、3.5％の増収、セグメント

損益は89百万円の損失（前年同期１億14百万円の損失）でありました。

［物販事業］

温浴事業において大型工事物件の受注が減少しましたが、介護用入浴装置の販売が好調であったため、

売上高は14億74百万円と前年同期比40百万円、2.8％の増収、セグメント損益は30百万円の損失（前年同

期27百万円の損失）でありました。

［その他］

売上高は、１億44百万円と前年同期比24百万円、20.1％の増収となりましたが、セグメント利益は４百

万円と前年同期比７百万円、63.0％の減益となりました。

　

(2) 財政状態の分析

（資産）

流動資産は、前連結会計年度末に比べて５億19百万円、4.1％減少し、120億56百万円となりました。これ

は、受注の増加により仕掛品が７億51百万円の増加したものの、売上債権の回収により受取手形及び売掛

金が12億83百万円減少したことによります。

固定資産は、前連結会計年度末に比べて13億49百万円、2.9％減少し、445億29百万円となりました。これ

は、減価償却等により有形固定資産が６億51百万円減少及び投資有価証券が所有株式の時価下落により

５億93百万円減少したことによります。

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて18億68百万円、3.2％減少し、565億85百万円となりまし

た。

（負債）

流動負債は、前連結会計年度末に比べて２億54百万円、2.5％増加し、105億46百万円となりました。これ

は、法人税等の納付により未払法人税等が２億15百万円減少及び長期借入れの返済により１年内返済予

定の長期借入金が１億60百万円減少したものの、短期借入れの実施により短期借入金が10億円増加した

ことなどによります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べて19億54百万円、8.4％減少し、211億79百万円となりました。これ

は、長期借入れの返済により長期借入金が16億58百万円減少及び有価証券の時価下落等により繰延税金

負債が２億60百万円減少したことなどによります。

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて17億円、5.1％減少し、317億26百万円となりました。

（純資産）

純資産は、前連結会計年度末に比べて１億68百万円、0.7％減少し、248億59百万円となりました。これ

は、四半期純利益の計上等により利益剰余金が２億14百万円増加したものの、所有株式の時価下落により

その他有価証券評価差額金が３億81百万円減少したことなどによります。
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(3) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、56億79百万円と、前連結会計年度末

に比べ２億57百万円の減少となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動による資金収支は、前年同期と比べ３億52百万円増加し、当第２四半期連結累計期間では13億

39百万円の資金収入となりました。これは、たな卸資産の増加による支出が９億69百万円あったことに対

して、減価償却費の計上による収入が10億19百万円、売上債権の減少による収入が12億83百万円及び税金

等調整前四半期純利益が５億９百万円であったことなどによります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動による資金収支は、前年同期と比べ10億52百万円増加し、当第２四半期連結累計期間では６億

42百万円の資金支出となりました。これは、固定資産の取得による支出が６億13百万円及び定期預金の預

入による支出が１億円あったことなどによります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動による資金収支は、前年同期と比べ４億39百万円増加し、当第２四半期連結累計期間では９億

39百万円の資金支出となりました。これは、短期借入金の借入れにより15億円の収入があったことに対し

て、長期借入金の返済により18億18百万円の支出及び短期借入金の返済による支出が５億円あったこと

などによります。

　

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更

及び新たに生じた課題はありません。

　

(5) 研究開発活動

当第２四半期連結累計期間の研究開発費は、１億２百万円であります。

なお、当第２四半期連結累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。

　

(6)従業員数

当第２四半期連結累計期間において、連結会社又は提出会社の従業員に著しい増減はありません。

　

(7)生産、受注及び販売の実績

当第２四半期連結累計期間において、生産、受注及び販売実績の著しい変動はありません。

　

(8)主要な設備

当第２四半期連結累計期間において、主要な設備の著しい変動及び主要な設備の前連結会計年度末に

おける計画の著しい変更はありません。
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第３ 【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 120,000,000

計 120,000,000

　

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24年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成24年11月９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 33,606,13233,606,132
東京証券取引所
(市場第二部)

単元株式数は1,000株であり
ます。

計 33,606,13233,606,132― ―

　

(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
 

(百万円)

資本金残高
 

(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成24年９月30日 ― 33,606 ― 4,949 ― 6,218
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(6) 【大株主の状況】

平成24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(％)

三井造船株式会社 東京都中央区築地５－６－４ 5,131 15.27

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会
社(三井住友信託銀行再信託分・三井造船株
式会社退職給付信託口)

東京都中央区晴海１－８－11 5,131 15.27

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内１－１－２ 1,556 4.63

三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内１－４－１ 1,401 4.17

クレディ　スイス　ルクセンブルク　エスエー
　オン　ビハーフ　オブ　クライアンツ（常任
代理人　株式会社三菱東京UFJ銀行）

56, GRAND RUE L-1660 LUXEMBOURG
(東京都千代田区丸の内２－７－１)

1,274 3.79

クレディ・スイス・セキュリティーズ
（ヨーロッパ）リミテッド　ピービー　セッ
ク　イント　ノン　ティーアール　クライアン
ト（常任代理人　クレディ・スイス証券株式
会社）

ONE CABOT SQUARE LONDON E14 4QJ
（東京都港区六本木１－６－１泉ガー
デンタワー）

848 2.52

野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋１－９－１ 834 2.48

クリアストリーム　バンキング　エス　エー
（常任代理人　香港上海銀行東京支店　カス
トディ業務部）

42, AVENUE JF KENNEDY, L-1 855
LUXEMBOURG
（東京都中央区日本橋３－11－１）

772 2.30

ビーエヌーピー　パリバ　セック　サービス　
ルクセンブルグ　ジャスデック　アバディー
ン　グローバル　クライアント　アセッツ（常
任代理人　香港上海銀行東京支店　カスト
ディ業務部）

33 RUE DE GASPERICH, L-5 826
HOWALD-HESPERANGE, LUXEMBOURG
（東京都中央区日本橋３－11－１）

737 2.19

ジェーピー　モルガン　チェース　バンク　　
380084（常任代理人　株式会社みずほコーポ
レート銀行決済営業部）

125 LONDON WALL, LONDON, EC2Y 5AJ,
UNITED KINGDOM
（東京都中央区月島４－16－13）

673 2.00

計 ― 18,359 54.63

(注) １　「日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(三井住友信託銀行再信託分・三井造船株式会社退職給付信託

口)」の所有株式は、三井造船株式会社が所有していた当社株式を三井住友信託銀行株式会社に信託されたう

えで、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に再信託されたものであり、議決権行使の指図権は三井造

船株式会社に留保されております。

２　上記のほか当社所有の自己株式2,013千株（5.99%)があります。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成24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)
(自己保有株式) 
普通株式

2,013,000
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

31,300,000
31,300 ―

単元未満株式
普通株式

293,132
― ―

発行済株式総数 33,606,132― ―

総株主の議決権 ― 31,300 ―

(注) １　「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式は、証券保管振替機構名義の株式が1,000株(議決権１個)含まれて

おります。

２　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式592株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成24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(％)

(自己保有株式)
昭和飛行機工業株式会社

東京都昭島市田中町600 2,013,000 ― 2,013,0005.99

計 ― 2,013,000 ― 2,013,0005.99

　

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【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)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、第２四半期連結会計期間(平成24年７月１日

から平成24年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成24年４月１日から平成24年９月30日まで)

に係る四半期連結財務諸表について、聖橋監査法人により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：百万円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,003 5,795

受取手形及び売掛金 ※1
 4,398

※1
 3,115

商品及び製品 338 414

仕掛品 701 1,453

原材料及び貯蔵品 564 706

繰延税金資産 227 192

その他 348 383

貸倒引当金 △7 △5

流動資産合計 12,575 12,056

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 27,272 26,559

機械装置及び運搬具（純額） 882 927

工具、器具及び備品（純額） 317 279

土地 12,699 12,706

その他（純額） 61 109

有形固定資産合計 41,233 40,581

無形固定資産

のれん 152 128

その他 160 141

無形固定資産合計 312 269

投資その他の資産

投資有価証券 3,641 3,048

その他 824 755

貸倒引当金 △133 △126

投資その他の資産合計 4,332 3,677

固定資産合計 45,878 44,529

資産合計 58,453 56,585
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※1
 1,436

※1
 1,612

短期借入金 1,000 2,000

1年内返済予定の長期借入金 3,896 3,736

未払法人税等 455 239

未払消費税等 102 54

賞与引当金 384 333

工事損失引当金 93 103

その他の引当金 11 11

その他 2,912 2,455

流動負債合計 10,292 10,546

固定負債

長期借入金 11,677 10,019

受入敷金保証金 5,378 5,303

繰延税金負債 1,363 1,103

退職給付引当金 4,181 4,245

役員退職慰労引当金 234 244

その他 298 263

固定負債合計 23,133 21,179

負債合計 33,426 31,726

純資産の部

株主資本

資本金 4,949 4,949

資本剰余金 7,648 7,648

利益剰余金 12,466 12,680

自己株式 △745 △746

株主資本合計 24,319 24,532

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 708 326

その他の包括利益累計額合計 708 326

純資産合計 25,027 24,859

負債純資産合計 58,453 56,585
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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２四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年９月30日)

売上高 9,900 10,190

売上原価 7,184 7,517

売上総利益 2,716 2,672

販売費及び一般管理費 ※1
 2,072

※1
 2,021

営業利益 643 651

営業外収益

受取利息 1 0

受取配当金 36 36

その他 34 34

営業外収益合計 71 70

営業外費用

支払利息 147 116

その他 110 84

営業外費用合計 258 200

経常利益 457 521

特別利益

固定資産売却益 － 0

投資有価証券売却益 20 －

特別利益合計 20 0

特別損失

固定資産除売却損 19 9

投資有価証券評価損 1 1

支払和解金 14 －

その他 25 0

特別損失合計 59 11

税金等調整前四半期純利益 418 509

法人税、住民税及び事業税 174 215

法人税等調整額 △20 △14

法人税等合計 153 200

少数株主損益調整前四半期純利益 264 308

四半期純利益 264 308
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【四半期連結包括利益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 264 308

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △411 △381

その他の包括利益合計 △411 △381

四半期包括利益 △146 △72

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △146 △72

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
（自  平成23年４月１日
    至  平成23年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自  平成24年４月１日
    至  平成24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利益 418 509

減価償却費 1,087 1,019

その他の償却額 43 53

貸倒引当金の増減額（△は減少） △21 △8

受取利息及び受取配当金 △37 △36

支払利息 147 116

固定資産除売却損益（△は益） 19 9

売上債権の増減額（△は増加） 128 1,283

たな卸資産の増減額（△は増加） △384 △969

仕入債務の増減額（△は減少） 112 175

未払消費税等の増減額（△は減少） 3 △48

その他 △393 △255

小計 1,123 1,849

利息及び配当金の受取額 37 36

利息の支払額 △148 △116

法人税等の支払額 △24 △429

営業活動によるキャッシュ・フロー 987 1,339

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 － △100

定期預金の払戻による収入 － 50

有形固定資産の取得による支出 △797 △613

有形固定資産の売却による収入 4 0

投資有価証券の取得による支出 △951 －

投資有価証券の売却による収入 29 －

その他 21 21

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,694 △642

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 500 1,500

短期借入金の返済による支出 △500 △500

長期借入れによる収入 1,500 －

長期借入金の返済による支出 △2,751 △1,818

社債の償還による支出 △11 －

自己株式の取得による支出 △2 △1

配当金の支払額 △94 △94

その他 △19 △25

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,378 △939

現金及び現金同等物に係る換算差額 △13 △16

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,099 △257

現金及び現金同等物の期首残高 7,978 5,937

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

△5 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 5,873

※1
 5,679
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【継続企業の前提に関する事項】

該当事項はありません。　

　

【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

該当事項はありません。

　

【会計方針の変更等】

該当事項はありません。

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

該当事項はありません。

　

【追加情報】

該当事項はありません。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

※１　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

なお、当第２四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満

期手形が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。

　

　
前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

受取手形 40百万円 26百万円

支払手形 4  〃 9  〃

　

(四半期連結損益計算書関係)

※１  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

　

　
前第２四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年９月30日)

給料及び諸手当 822百万円 807百万円

退職給付引当金繰入額 64  〃 66  〃

役員退職慰労引当金繰入額 24  〃 62  〃

賞与引当金繰入額 118  〃 137  〃

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１  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

は、次のとおりであります。

　

　
前第２四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年９月30日)

現金及び預金 5,939百万円 5,795百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △66  〃 △116  〃

現金及び現金同等物 5,873百万円 5,679百万円
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(株主資本等関係)

前第２四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年９月30日)

１．配当金支払額

　

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年６月24日
定時株主総会

普通株式 94 3.00平成23年３月31日 平成23年６月27日 利益剰余金

　

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計

期間の末日後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年10月28日
取締役会

普通株式 94 3.00平成23年９月30日 平成23年12月５日 利益剰余金

　

３．株主資本の著しい変動

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。

　

当第２四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年９月30日)

１．配当金支払額

　

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年６月26日
定時株主総会

普通株式 94 3.00平成24年３月31日 平成24年６月27日 利益剰余金

　

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計

期間の末日後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年10月26日
取締役会

普通株式 94 3.00平成24年９月30日 平成24年12月４日 利益剰余金

　

３．株主資本の著しい変動

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ  前第２四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年９月30日)

１．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

(単位：百万円)

　

報告セグメント

その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３

輸送用機
器関連事
業

不動産賃
貸事業

ホテル・
スポーツ
・レ
ジャー事
業

物販事業 計

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　 　

外部顧客への
売上高

2,9423,2262,1781,4339,780 120 9,900 ― 9,900

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

123 71 7 0 203 132 335 △335 ―

計 3,0663,2972,1861,4339,983 252 10,236△335 9,900

セグメント利益
又は損失（△）

△370 1,143△114 △27 632 11 643 ― 643

(注)　１．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、保険代理店業及び福祉介護事業を

含んでおります。

２．セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去であります。

３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益であります。

　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。

　

Ⅱ  当第２四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年９月30日)

１．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

(単位：百万円)

　

報告セグメント

その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３

輸送用機
器関連事
業

不動産賃
貸事業

ホテル・
スポーツ
・レ
ジャー事
業

物販事業 計

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　 　

外部顧客への
売上高

2,9903,3272,2541,47410,045 144 10,190 ― 10,190

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

202 51 7 0 262 127 390 △390 ―

計 3,1933,3782,2621,47510,308 272 10,581△390 10,190

セグメント利益
又は損失（△）

△327 1,094 △89 △30 646 4 651 ― 651

(注)　１．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、保険代理店業及び福祉介護事業を

含んでおります。

２．セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去であります。

３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益であります。
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２．報告セグメントの変更等に関する事項

第１四半期連結会計期間から、社内の管理体制の変更に対応し、報告セグメントの区分を「物販事業」

に含まれていた介護用入浴装置の製造を「輸送用機器関連事業」に移し、セグメント間の内部取引とす

る方法に変更しております。

また、第１四半期連結会計期間より、報告セグメントの業績管理方法を変更したことにより、従来四半

期連結損益計算書計上額との調整額としていた工事損失引当金繰入額を「輸送用機器関連事業」、のれ

んの償却額を「物販事業」に含めて表示することと致しました。

なお、前第２四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の区分により作成しており、前

第２四半期連結累計期間の「１．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」

に記載しております。

　

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。

　

(金融商品関係)

前連結会計年度末(平成24年３月31日)

　
　 　 　 　 (単位：百万円)

科目 連結貸借対照表計上額 時価 差額 時価の算定方法

受取手形及び売掛金 4,398 4,398 ― (注)１

投資有価証券 3,608 3,608 ― (注)２

長期借入金 15,573 15,659 △86 (注)３

デリバティブ取引 － － － (注)４

(注) １．受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま

す。

２．投資有価証券の時価の算定方法

これらの時価については、株式は取引所の価格によっております。なお、非上場株式（連結貸借対照表計上額　

33百万円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表に含まれ

ておりません。

３．長期借入金の時価の算定方法

長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて

算定する方法によっております。変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とされており（下

記(４)参照）、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入れを行った場合に適用

される合理的に見積られる利率で割り引いて算定する方法によっております。

４．デリバティブ取引の時価の算定方法

金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているた

め、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
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当第２四半期連結会計期間末(平成24年９月30日)

受取手形及び売掛金、投資有価証券、長期借入金及びデリバティブ取引が、企業集団の事業の運営におい

て重要なものとなっており、かつ、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められます。

　
　 　 　 　 (単位：百万円)

科目
四半期連結貸借対照表

計上額
時価 差額 時価の算定方法

受取手形及び売掛金 3,115 3,115 ― (注)１

投資有価証券 3,014 3,014 ― (注)２

長期借入金 13,755 13,846 △91 (注)３

デリバティブ取引 － － － (注)４

(注) １．受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま

す。

２．投資有価証券の時価の算定方法

これらの時価については、株式は取引所の価格によっております。なお、非上場株式（連結貸借対照表計上額　

33百万円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表に含まれ

ておりません。

３．長期借入金の時価の算定方法

長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて

算定する方法によっております。変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とされており（下

記(４)参照）、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入れを行った場合に適用

される合理的に見積られる利率で割り引いて算定する方法によっております。

４．デリバティブ取引の時価の算定方法

金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているた

め、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
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(有価証券関係)

前連結会計年度末(平成24年３月31日)

　

１．その他有価証券

区分 取得原価(百万円)
連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額(百万円)

株式 2,508 3,608 1,099

債券 ― ― ―

その他 ― ― ―

計 2,508 3,608 1,099

(注)　非上場株式（連結貸借対照表計上額　33百万円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難

と認められることから、上表「その他有価証券」に含まれておりません。

　

当第２四半期連結会計期間末(平成24年９月30日)

その他有価証券が、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、当該有価証券の四半

期連結貸借対照表計上額その他の金額に前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められます。

１．その他有価証券

区分 取得原価(百万円)
四半期連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額(百万円)

株式 2,507 3,014 507

債券 ― ― ―

その他 ― ― ―

計 2,507 3,014 507

(注)　１．非上場株式（連結貸借対照表計上額　33百万円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて

困難と認められることから、上表「その他有価証券」に含まれておりません。

２．当第２四半期連結累計期間において、その他有価証券で時価のある株式について１百万円の減損処理を行っ

ております。

　なお、下落率が30％以上50％未満の株式の減損にあたっては、社内管理規程に従い、保有有価証券について個別

銘柄毎に当第２四半期連結会計期間末における帳簿価格と時価水準との乖離状況を把握するとともに発行体の

外部信用格付や公表財務諸表ベースでの各種財務比率の検討等により信用リスクの定量評価を行い、総合的に判

断しております。

　

(デリバティブ取引関係)

デリバティブ取引については、全てヘッジ会計を適用しているため、記載を省略しております。

　

(企業結合等関係)

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
　

項目
前第２四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額 ８円37銭 ９円78銭

 (算定上の基礎) 　 　

四半期純利益金額(百万円) 264 308

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額(百万円) 264 308

普通株式の期中平均株式数(千株) 31,597 31,593

(注)　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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

(重要な後発事象)

　該当事項はありません。
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２ 【その他】

　

第109期（平成24年４月１日から平成25年３月31日まで）中間配当金については、平成24年10月26日開催

の取締役会において、平成24年９月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、次のとおり中

間配当を行うことを決議いたしました。

①　中間配当金の総額　　　　　　　　　　　　 　　　 94百万円

②　１株当たり中間配当金　　　　　　　　　　　　 　　3円00銭

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日　　平成24年12月４日
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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24年11月９日

昭和飛行機工業株式会社

取締役会  御中

　

聖橋監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　平　　山　　　　　昇　　㊞

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　永　　田　　　　　敬　　㊞

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　齋　　藤　　邦　　夫　　㊞

　

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」に掲げられている昭和
飛行機工業株式会社の平成24年４月１日から平成25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24年７月１日から平成24年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平
成24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、
四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行っ
た。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、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
四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、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。
四半期レビューにおいては、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が実施される。四半期レビュー手続は、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て限定された手
続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論
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、昭和飛行機工業株式会社及び連結子会社の平
成24年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四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。
　
利害関係
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、その原本は当社(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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