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１．四半期財務情報の作成等に係る事項

①　会計処理の方法における簡便な方法の有無 ：　有

     （内容）

　　　税金費用については、簡便法による税効果会計を適用しております。

　　　　その他金額が僅少なものにつき、一部簡便な手続を採用しております。

②　最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ：　無

③　連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 ：　無

２．平成19年12月期第１四半期業績の概況（平成19年１月１日　～　平成19年３月31日）

　(1）経営成績（連結）の進捗状況

（単位未満切捨）

売　上　高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年12月期第１四半期 4,083 (72.1) 259 － 258 －

18年12月期第１四半期 2,372 (△34.5) △143 － △142 －

(参考)18年12月期 16,969 781 800

四半期（当期）
純利益

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

百万円  ％ 円 銭 円 銭

19年12月期第１四半期 155 － 45 82 －  

18年12月期第１四半期 △146 － △43 06 －  

(参考)18年12月期 436 128 38 －  

(注)①期中平均株式数（連結）19年12月第１四半期 3,399,900株 18年12月第１四半期 3,399,925株

18年12月期 3,399,906株

②売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。

［経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等］

当第１四半期におけるわが国の経済は、原油価格の高騰など不安要因はありましたが、好調な企業収益等に支えられ、

設備投資や雇用状況も改善傾向が見られるなど堅調に推移いたしました。

　当社グループが属します電子機器市場におきましても、薄型テレビの普及率が大幅増となるなど、ブラウン管からの

買い替えが加速し、活況に推移いたしました。設備動向につきましても、半導体関連は昨年後半の抑制傾向から緩やか

ながら回復傾向となりましたが、液晶関連につきましては引き続き抑制状況にあります。

　このような状況のもと、当社グループの第１四半期の売上高は4,083百万円（前年同期比1,711百万円増）となりまし

た。なお、セグメント別売上高は、プロセス機器事業3,602百万円（前年同期比1,699百万円増）、金型・樹脂成形事業

481百万円（前年同期比11百万円増）となりました。

  また、利益面におきましても、営業利益259百万円（前年同期は営業損失143百万円）、経常利益258百万円（前年同

期は経常損失142百万円）となりました。四半期純利益につきましては、155百万円（前年同期は四半期純損失146百万

円）となりました。

 



（2）財政状態（連結）の変動状況

 （単位未満切捨）

 

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

19年12月期第１四半期 14,767 7,936 53.7 2,334 36

18年12月期第１四半期 18,963 7,305 38.5 2,148 86

(参考)18年12月期 17,372 7,890 45.4 2,320 85

 

 

【連結キャッシュ・フローの状況】

 （単位未満切捨）

営業活動による

キャッシュ・フロー

投資活動による

 キャッシュ・フロー

財務活動による

  キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物
期　末　残　高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年12月期第１四半期 △948 324 69 2,920

18年12月期第１四半期 △209 △118 △197 2,472

(参考)18年12月期 1,934 △1,197 △272 3,473

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

　　当第１四半期連結会計期間末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

　　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　　　営業活動の結果使用した資金は948百万円（前年同期比739百万円増）となりました。これは主に仕入債務の減少,

　　前受金の減少等によるものです。

　　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　　　投資活動の結果獲得した資金は324百万円（前年同期は118百万円の使用）となりました。これは主に有価証券の償

　　還による収入等によるものです。

　　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　　　財務活動の結果獲得した資金は69百万円（前年同期は197百万円の使用）となりました。これは主に長期借入金に

　　よる収入等によるものです。

　　　以上の結果、当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は平成18年12月連結会計年度末より553百

　　万円減少して、2,920百万円となりました。

［参考］

平成19年12月期連結業績の予想（平成19年１月１日　～　平成19年12月31日）

 （単位未満切捨）　　　　　　　　　　　　　 

売上高 経常利益 当期純利益

百万円　　　 百万円　　　 百万円　　　

中間期 7,699 298 167

通　期 14,529 602 344

　（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　101 円  37 銭

[業績予想に関する定性的情報等]

　　当業績予想につきましては、平成19年2月20日に公表いたしました業績予想と変更はありません。

○添付資料

　　要約連結貸借対照表、要約連結損益計算書、要約連結キャッシュ・フロー計算書

以　上



〔添付資料〕

四半期連結財務諸表等

(１)要約連結貸借対照表

科  目

平成18年12月期
第１四半期

（平成18年３月31日現在）

平成19年12月期
第１四半期

（平成19年３月31日現在）
増減

（参　考）
平成18年12月期

（平成18年12月31日現在）

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）
増減比
（％）

金額（千円）

（資産の部）

Ⅰ 流動資産

現金及び預金 2,472,894 2,920,011 3,473,269

受取手形及び売掛金 2,297,708 2,510,167 2,769,718

たな卸資産 8,844,429 3,849,235 5,344,941

有価証券  － 499,442 799,222

繰延税金資産 232,691 155,981 145,445

その他 250,886 73,832 47,490

流動資産合計 14,098,610 10,008,671 △4,089,938 △29.0 12,580,087

Ⅱ 固定資産

有形固定資産 4,100,067 3,946,793 3,962,935

無形固定資産 87,492 67,872 73,393

投資その他の資産 676,961 743,697 755,778

固定資産合計 4,864,521 4,758,363 △106,158 △2.2 4,792,108

資産合計 18,963,132 14,767,035 △4,196,097 △22.1 17,372,195



科  目

平成18年12月期
第１四半期

（平成18年３月31日現在）

平成19年12月期
第１四半期

（平成19年３月31日現在）
増減

（参　考）
平成18年12月期

（平成18年12月31日現在）

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）
増減比
（％）

金額（千円）

（負債の部）

Ⅰ 流動負債

支払手形及び買掛金 4,614,207 2,282,184 3,846,679

短期借入金 497,080 541,217 505,226

未払法人税等 10,835 131,590 208,981

未払金 343,139 317,116 404,736

前受金 4,205,389 1,393,404 2,542,082

製品保証引当金 87,500 115,800 122,800

賞与引当金 153,845 152,869 38,217

その他 37,770 166,833 190,955

流動負債合計 9,949,767 5,101,014 △4,848,752 △48.7 7,859,678

Ⅱ 固定負債

長期借入金 1,068,920 1,111,570 1,005,000

その他 638,550 617,853 616,855

固定負債合計 1,707,470 1,729,423 21,953 1.3 1,621,855

負債合計 11,657,237 6,830,438 △4,826,799 △41.4 9,481,534

（資本の部）

資本金 1,395,240 －   －

資本剰余金 1,909,398 －   －

利益剰余金 3,948,299 －   －

その他有価証券評価差額金有価
証券  

43,234 －   －

為替換算調整勘定 10,122 －   －

自己株式 △400 －   －

資本合計 7,305,895 －   －

負債及び資本合計 18,963,132 －   －

 （純資産の部）      

Ⅰ 株主資本      

　1. 資本金 － 1,395,240   1,395,240

  2. 資本剰余金 － 1,909,398   1,909,398

  3. 利益剰余金 － 4,584,947   4,531,157

　4. 自己株式  － △400   △400

   株主資本合計 － 7,889,185   7,835,395

Ⅱ 評価・換算差額等      

  1. その他有価証券評価
　　 差額金

－ 29,735   36,128

  2. 為替換算調整勘定 － 17,676   19,137

　　評価・換算差額等合計　 － 47,411   55,265

 　純資産合計 － 7,936,597   7,890,661

 負債純資産合計 － 14,767,035   17,372,195



(２)要約連結損益計算書

科  目

前第１四半期
自　平成18年１月１日
至　平成18年３月31日

当第１四半期
自　平成19年１月１日
至　平成19年３月31日

増減
（参考）　平成18年12月期
自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）
増減比
（％）

金額（千円）

Ⅰ 売上高 2,372,474 4,083,656 1,711,182 72.1 16,969,079

Ⅱ 売上原価 2,131,218 3,453,524 1,322,306 62.0 14,468,114

売上総利益 241,256 630,132 388,875 161.2 2,500,965

Ⅲ 販売費及び一般管理費 384,430 370,151 △14,279 △3.7 1,719,941

営業利益 △143,174 259,980 403,154 － 781,023

Ⅳ 営業外収益 7,133 10,483 47,067

Ⅴ 営業外費用 6,171 11,893 27,375

経常利益 △142,212 258,570 400,782 － 800,715

Ⅵ 特別利益 7,719 27,781 8,830

Ⅶ 特別損失 110,063 574 114,606

税金等調整前四半期(当
期)純利益

△244,557 285,776 530,334 － 694,939

税金費用 △98,171 129,989 228,161 － 258,467

四半期（当期）純利益 △146,385 155,787 302,172 － 436,472



(３)要約連結キャッシュ・フロー計算書

科  目

 前第１四半期
 自　平成18年１月１日
 至　平成18年３月31日

 当第１四半期
 自　平成19年１月１日
 至　平成19年３月31日

(参考)平成18年12月期
自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日

 金額（千円）  金額（千円） 金額（千円）

 Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

　　 税金等調整前四半期（当期）純利益 △244,557 285,776 694,939

減価償却費 92,415 93,143 394,056

　　 売上債権の増減額（増加：△） 582,345 259,736 112,443

たな卸資産の増減額（増加：△） △1,336,378 1,494,523 2,164,330

　　 仕入債務の増減額（減少：△） △264,510 △1,645,039 △952,527

　　 前受金の増減額（減少：△） 845,460 △1,146,154 △822,621

　　 その他 132,832 △83,511 360,990

　小計 △192,392 △741,524 1,951,612

　　 法人税等の支払額 △11,349 △206,062 △5,066

　　 その他 △5,416 △1,117 △12,480

営業活動によるキャッシュ・フロー △209,158 △948,703 1,934,064

Ⅱ 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　 △63,090 － △1,297,892

    有価証券の償還による収入 － 300,000 500,000

有形固定資産の取得による支出 △54,726 △14,367 △272,283

無形固定資産の取得による支出 △2,506 △2,574 △16,282

その他 1,740 41,294 △110,977

投資活動によるキャッシュ・フロー △118,583 324,352 △1,197,435

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の純増減額 8,000 － △15,000

長期借入れによる収入 － 300,000 350,000

長期借入金の返済による支出 △118,520 △157,439 △501,294

配当金の支払額 △85,557 △72,500 △101,622

その他 △1,376 △813 △4,153

財務活動によるキャッシュ・フロー △197,453 69,246 △272,070

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 122 1,845 10,742

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  △525,073 △553,258 475,301

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,997,968 3,473,269 2,997,968

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 2,472,894 2,920,011 3,473,269


