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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

21年3月期第1四半期 7,686 ― 1,909 ― 1,924 ― 1,167 ―

20年3月期第1四半期 6,525 24.2 1,185 69.0 1,212 68.0 687 62.3

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

21年3月期第1四半期 65.58 ―

20年3月期第1四半期 42.49 ―

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

21年3月期第1四半期 25,266 18,581 73.4 1,041.78
20年3月期 24,867 17,997 72.2 1,109.13

（参考） 自己資本  21年3月期第1四半期  18,541百万円 20年3月期  17,949百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 15.00 ― 20.00 35.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 18.00 ― 22.00 40.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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2四半期連結累計期間 14,200 21.5 2,540 21.4 2,570 21.7 1,540 25.0 86.51
通期 24,000 13.7 4,020 14.1 4,130 15.4 2,470 22.1 138.75

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

(注）詳細は、２ページの【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（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に記載されるもの） 

（注）詳細は、２ページの【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（1）上記の予想は現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって異なる結果となる可能性があります。 
（2)平成20年４月1日付で、普通株式１株を1.1株に分割する株式分割を実施しております。 
（3）当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期 17,819,033株 20年3月期 16,199,121株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期 21,357株 20年3月期 15,775株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期 17,799,246株 20年3月期第1四半期 16,184,428株



定性的情報・財務諸表等 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

 当第1四半期における経済状況は、米国サブプライムローン問題に端を発した金融市場の混乱が続き、原油など

の資源価格の高騰、為替市場におけるドル安傾向などに伴う米国の景気後退懸念により、わが国経済はもとより世

界的な景気減速の懸念から設備投資需要が減退するなど、当社を取り巻く経営環境はより厳しさを増してまいりま

した。 

  このような状況下で、当第1四半期における連結売上高は、期首受注残の特注機の生産・出荷が計画通りに進捗

しましたので7,686百万円と前年同期比17.8%増となり、その増収効果で連結経常利益は1,924百万円（前年同期比

58.7%増）、四半期純利益は1,167百万円（前年同期比69.7%増）となりました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 資産、負債及び純資産の状況 

 流動資産は前連結会計期間末に比べ524百万円増加し20,632百万円となりました。受取手形及び売掛金は3,880百

万円増加しましたが、有価証券が2,197百万円減少し、仕掛品が1,204百万円減少したことなどによります。 

 固定資産については大きな変動はなかったため、資産合計は399百万円増加の25,266百万円となりました。 

 流動負債においては、支払手形及び買掛金が期日支払制度の期日前割引の利用（1,915百万円）により前連結会

計期間末に比べ66百万円の増加にとどまり、未払金が504百万円減少し、その他が533百万円増加したことなどから

流動負債は128百万円減少し、固定負債には大きな変動がなかったため負債合計は184百万円減少して6,685百万円

となりました。 

 純資産は、前期決算の利益処分及び、四半期純利益の計上により利益剰余金が843百万円増加したことなどから

583百万円増加の18,581百万円となりました。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 現時点では、概ね計画通りに業績が推移しているため、平成20年５月12日発表の連結決算短信で公表した平成21

年３月期の業績予想（第２四半期累計・通期）は変更しておりません。 

４．その他 

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

該当事項はありません。 

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務

諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 ②「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）を

当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については主として個別法および総平均法による原価法か

ら、主として個別法および総平均法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）に変更しており

ます。 

  なお、この変更による損益に与える影響は軽微であります。 

 ③「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」（企業会計基準委員会 平成18

年５月17日 実務対応報告第18号）を当第１四半期連結会計期間から適用しております。 

  なお、この変更による損益に与える影響はありません。 
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５．四半期連結財務諸表 
（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20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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,802,702 5,097,543

受取手形及び売掛金 10,814,997 6,934,833

有価証券 1,300,000 3,497,125

製品 1,041,244 732,560

原材料 1,165,904 1,186,281

仕掛品 939,682 2,144,029

繰延税金資産 388,120 408,954

その他 194,892 122,362

貸倒引当金 △15,243 △15,398

流動資産合計 20,632,300 20,108,292

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,260,536 1,304,400

土地 2,006,666 2,012,390

その他 271,915 286,221

有形固定資産合計 3,539,118 3,603,012

無形固定資産   

のれん 14,075 16,086

その他 200,890 217,718

無形固定資産合計 214,965 233,804

投資その他の資産   

投資有価証券 411,031 413,895

繰延税金資産 75,314 80,161

その他 394,338 428,799

貸倒引当金 △314 △314

投資その他の資産合計 880,369 922,541

固定資産合計 4,634,454 4,759,359

資産合計 25,266,755 24,867,651



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,139,084 4,072,486

未払金 421,661 926,627

未払法人税等 800,662 899,167

賞与引当金 135,000 226,000

役員賞与引当金 12,000 42,000

製品保証引当金 119,000 123,000

その他 773,176 239,376

流動負債合計 6,400,585 6,528,658

固定負債   

繰延税金負債 106,226 134,255

役員退職慰労引当金 96,519 100,132

その他 82,200 106,914

固定負債合計 284,946 341,301

負債合計 6,685,532 6,869,960

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,985,666 1,985,666

資本剰余金 2,023,903 2,023,903

利益剰余金 14,576,255 13,732,715

自己株式 △43,127 △33,996

株主資本合計 18,542,697 17,708,289

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 148,466 141,196

為替換算調整勘定 △149,887 99,941

評価・換算差額等合計 △1,420 241,138

少数株主持分 39,945 48,263

純資産合計 18,581,222 17,997,691

負債純資産合計 25,266,755 24,867,651



（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）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 7,686,753

売上原価 4,653,811

売上総利益 3,032,942

販売費及び一般管理費 1,123,648

営業利益 1,909,294

営業外収益  

受取利息 17,472

受取配当金 2,269

その他 5,017

営業外収益合計 24,759

営業外費用  

貸倒損失 3,647

為替差損 5,154

その他 971

営業外費用合計 9,773

経常利益 1,924,280

特別利益  

投資有価証券売却益 10,137

特別利益合計 10,137

特別損失  

固定資産除却損 897

特別損失合計 897

税金等調整前四半期純利益 1,933,521

法人税等 766,247

少数株主利益 67

四半期純利益 1,167,206



 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

（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）セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

 当社グループの事業内容は、射出成形品取出ロボット及びその周辺機器の開発、製造,販売及びアフター

サービスを行う産業機械事業のみであるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

ｂ．所在地別セグメント情報 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

  

ｃ．海外売上高 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

（５）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。 

 
日本 
（千円） 

北米地域 
（千円） 

アジア地域
（千円） 

欧州地域
（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 
6,929,020 406,561 268,072 83,099 7,686,753 － 7,686,753 

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

525,752 1,280 42,407 1,633 571,073 (571,073) － 

計 7,454,772 407,841 310,479 84,733 8,257,827 (571,073) 7,686,753 

営業利益 1,830,399 18,120 13,333 15,694 1,877,548 31,746 1,909,294 

 北米地域 アジア地域 欧州地域 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 2,588,096 773,552 2,252,436 49,853 5,663,938 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － － 7,686,753 

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
33.7 10.1 29.3 0.6 73.7 



「参考資料」 

前第１四半期に係る財務諸表等 

（１)（要約）四半期連結損益計算書 

 （単位：千円） 

  
前年同四半期 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日） 

  売上高 6,525,378 

  売上原価 4,214,492 

売上総利益 2,310,885 

  販売費及び一般管理費 1,125,125 

営業利益 1,185,759 

  営業外収益   

 受取利息 4,578 

受取配当金  2,079 

為替差益  11,384 

その他  10,962 

営業外収益合計 29,004 

  営業外費用   

貸倒引当金繰入額 186 

その他  2,163 

 営業外費用合計 2,350 

経常利益 1,212,413 

  特別利益   

特別利益合計 － 

  特別損失   

固定資産除売却損 89 

特別損失合計  89 

税金等調整前四半期純利益 1,212,324 

法人税等 523,392 

少数株主利益 1,291 

四半期純利益 687,641 



（２）セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

 当社グループの事業内容は、射出成形品取出ロボット及びその周辺機器の開発、製造,販売及びアフター

サービスを行う産業機械事業のみであるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

ｂ．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19年４月１日 至 平成19年６月30日） 

  

ｃ．海外売上高 

前第１四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日） 

 
日本 
（千円） 

北米地域 
（千円） 

アジア地
域（千
円） 

欧州地域
（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 
5,586,230 630,109 274,900 34,139 6,525,378 － 6,525,378 

(2）セグメント間の内

部売上高 
431,782 2,655 59,145 － 493,582 (493,582) － 

計 6,018,012 632,764 334,045 34,139 7,018,961 (493,582) 6,525,378 

営業費用  4,829,136 580,541 297,950 51,003 5,758,632 (419,013) 5,339,618 

営業利益又は営業損

失（△） 
1,188,875 52,222 36,094 △16,864 1,260,328 (74,568) 1,185,759 

 北米地域 アジア地域 欧州地域 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 2,300,598 1,255,193 830,461 62,845 4,449,098 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － － 6,525,378 

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
35.3 19.2 12.7 1.0 68.2 
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