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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 3,688 ― 328 ― 346 ― 221 ―

20年3月期第1四半期 5,906 ― 773 ― 780 ― 462 ―

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 22.47 ―

20年3月期第1四半期 46.93 ―

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 18,662 8,728 46.8 886.18
20年3月期 19,213 8,698 45.3 883.10

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  8,728百万円 20年3月期  8,698百万円

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 ― 0.00 ― 18.00 18.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 20.00 20.00

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 9,800 ― 940 ― 910 ― 540 ― 54.82
通期 26,000 19.2 2,160 △3.4 2,100 △4.5 1,260 △3.3 127.92

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、３ページ 【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他 をご覧ください。  

(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、３～４ページ 【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他 をご覧ください。  

(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．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績
等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、３ページ 【定性的情報・
財務諸表等】 「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
２．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．当連結会計年度より「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号）を早期適
用しております。  

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 有

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  9,850,000株 20年3月期  9,850,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  76株 20年3月期  ―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  9,849,947株 20年3月期第1四半期  9,850,000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１四半期連結会計期間（平成20年４月１日から平成20年６月30日まで）におけるわが国経済は、原油、鋼材等

の原材料価格の高騰やサブプライム住宅ローン問題を背景とした米国経済の減速傾向等による足踏み状態が続きまし

た。さらに、原材料価格や物価の上昇による企業収益や個人消費への影響により、景気減速への懸念も広がっており

ます。

　当社グループの主要顧客である自動車業界におきましては、原材料価格の上昇や米国市場の減速等により、先行き

不透明感を増しております。

　このような状況の中、当第１四半期連結会計期間の受注高につきましては、プレス機械は自動車業界各社の設備投

資計画の見直しにより、受注決定までに時間がかかるようになっているため、前年同四半期に比べ1,452百万円減少し

2,369百万円となりました。ＦＡシステム製品は前年同四半期に比べ159百万円増加の1,491百万円、アフターサービス

工事は前年同四半期に比べ83百万円増加の1,555百万円となりました。全体では前年同四半期に比べ1,209百万円減少

し5,416百万円となりました。受注残高は前連結会計年度末に比べ1,727百万円増加し18,585百万円となりました。

　売上高につきましては、前年同四半期はプレス機械及びＦＡシステム製品の売上が多かったこととプレス機械の現

地工事や海外向けＦＡシステム製品の船積みの遅れ等による第２四半期連結会計期間への売上のずれもあり、プレス

機械は前年同四半期に比べ1,553百万円減少し1,626百万円、ＦＡシステム製品は前年同四半期に比べ775百万円減少し

1,135百万円となりました。アフターサービス工事は前年同四半期に比べ110百万円増加し926百万円となりました。全

体では前年同四半期に比べ2,218百万円減少し3,688百万円となりました。

　この結果、損益面につきましては、売上高が減少したことと原材料価格の高騰により、営業利益は前年同四半期に

比べ445百万円減少の328百万円、経常利益は前年同四半期に比べ433百万円減少の346百万円、四半期純利益は前年同

四半期に比べ240百万円減少の221百万円となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

（１）資産、負債及び純資産の状況

　当第１四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、前連結会計年度末に比べ463百万円減少し、14,220百

万円となりました。これは、主に現金及び預金は増加したものの、受取手形及び売掛金が減少したことによるも

のであります。

　固定資産の残高は、前連結会計年度末に比べ88百万円減少し、4,441百万円となりました。これは、主に機械装

置及び運搬具が減少したことによるものであります。

　負債の残高は、前連結会計年度末に比べ581百万円減少し、9,933百万円となりました。これは、主に未払法人

税等及び短期借入金が減少したことによるものであります。

　純資産の残高は、前連結会計年度末に比べ30百万円増加し、8,728百万円となりました。これは、主に利益剰余

金が増加したことによるものであります。

（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、定期預金の預入による

支出等はあったものの、税金等調整前四半期純利益の計上及び売上債権の減少等の要因により、前連結会計年度

末に比べ1,475百万円増加し、当第１四半期連結会計期間末には3,550百万円となりました。

　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）

　当第１四半期連結会計期間において営業活動の結果獲得した資金は、3,215百万円となりました。これは、主に

税金等調整前四半期純利益の計上及び売上債権の減少があったことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期連結会計期間において投資活動の結果使用した資金は、1,365百万円となりました。これは、主に

定期預金の預入による支出があったことによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期連結会計期間において財務活動の結果使用した資金は、356百万円となりました。これは、主に短

期借入金の純減少額及び配当金の支払額があったことによるものであります。
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３．連結業績予想に関する定性的情報

　当第１四半期連結会計期間の連結業績は、前年同四半期と比較して売上高及び利益とも大きく減少しておりますが、

概ね当初計画どおりに進捗しており、平成21年３月期の第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想につきまし

ては、現時点では平成20年５月15日に公表いたしました業績予想を変更しておりません。

　当社グループを取り巻く事業環境は、原材料価格の上昇や競争の激化により、予断を許さない状況が続くものと思

われますが、受注の確保、コスト競争力の強化、商品力の強化に努めてまいります。

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

①簡便な会計処理

・棚卸資産の評価方法

　当第１四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し前連結会計年度末に係る実

地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。

・固定資産の減価償却費の算定方法

　固定資産の年度中の取得、売却及び除却等の見積りを考慮した予算を策定しているため、当該予算に基づく

年間償却予定額を期間按分して算定しております。

・法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

　繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生

状況に著しい変化がないため、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測やタックス・プランニン

グを利用しております。

・製品保証引当金の算定方法

　保証工事の実績率が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるため、前連結会計年

度決算において算定した保証工事の実績率に基づき、算定しております。

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

・税金費用の計算

　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「四半期財務諸表に関する会計基準」の適用

　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」の適用

　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、材料は総平均法による原価法、仕掛品は個別法に

よる原価法によっておりましたが、当第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、材料は総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下げの方法）、仕掛品は個別法による原価法（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、これによる損益に与える影響はありません。

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」の適用

　当第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、これによる四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
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④「工事契約に関する会計基準」の適用

　当第１四半期連結会計期間より「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号　平成19年12月27日）

及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号　平成19年12月27日）が平成21

年４月１日より前に開始する連結会計年度から適用できることになったことに伴い、当第１四半期連結会計期

間からこれらの会計基準等を適用しております。

　なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。

⑤「リース取引に関する会計基準」の適用

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議

会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平

成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになった

ことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理に

よっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法について

は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。なお、リース取引開始日が

適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理を引き続き採用しております。

　なお、これによる損益に与える影響はありません。

（４）追加情報

（有形固定資産の耐用年数の変更）

　当社は、法人税法の改正を契機として、当第１四半期連結会計期間より、機械装置の耐用年数を従来の10年

から９年に変更しております。

　なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。
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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 5,520,364 2,725,117

受取手形及び売掛金 3,980,196 8,207,373

原材料 174,012 170,983

仕掛品 3,970,530 3,115,654

繰延税金資産 429,814 429,928

その他 146,280 38,577

貸倒引当金 △390 △3,590

流動資産合計 14,220,809 14,684,043

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※  1,333,883 ※  1,357,213

機械装置及び運搬具（純額） ※  1,059,290 ※  1,108,886

土地 893,159 893,159

その他（純額） ※  138,126 ※  154,882

有形固定資産合計 3,424,461 3,514,143

無形固定資産   

のれん 20,008 21,547

その他 75,112 76,828

無形固定資産合計 95,121 98,375

投資その他の資産   

投資有価証券 218,934 212,973

繰延税金資産 614,631 614,379

その他 88,774 90,142

貸倒引当金 △280 △280

投資その他の資産合計 922,059 917,215

固定資産合計 4,441,641 4,529,734

資産合計 18,662,451 19,213,777



（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 1,008,159 1,130,054

短期借入金 － 200,000

未払金 3,798,361 3,731,436

未払費用 1,180,057 1,022,126

未払法人税等 154,786 562,991

前受金 1,676,830 1,334,268

賞与引当金 168,060 339,000

製品保証引当金 392,000 440,000

受注損失引当金 115,041 90,966

その他 42,480 234,213

流動負債合計 8,535,777 9,085,057

固定負債   

退職給付引当金 1,301,850 1,334,152

その他 96,000 96,000

固定負債合計 1,397,850 1,430,152

負債合計 9,933,628 10,515,209

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,055,000 1,055,000

資本剰余金 747,400 747,400

利益剰余金 6,940,533 6,896,496

自己株式 △50 －

株主資本合計 8,742,882 8,698,896

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △413 △5,337

繰延ヘッジ損益 △926 －

為替換算調整勘定 △12,718 5,009

評価・換算差額等合計 △14,059 △327

純資産合計 8,728,823 8,698,568

負債純資産合計 18,662,451 19,213,777



（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 3,688,731

売上原価 2,993,584

売上総利益 695,146

販売費及び一般管理費 ※  366,980

営業利益 328,166

営業外収益  

受取利息 3,341

受取配当金 3,452

その他 19,964

営業外収益合計 26,759

営業外費用 8,577

経常利益 346,348

税金等調整前四半期純利益 346,348

法人税等 125,011

四半期純利益 221,337



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（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) 

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 346,348

減価償却費 116,076

のれん償却額 1,539

賞与引当金の増減額（△は減少） △170,940

製品保証引当金の増減額（△は減少） △48,000

受注損失引当金の増減額（△は減少） 24,075

退職給付引当金の増減額（△は減少） △32,301

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,200

受取利息及び受取配当金 △6,794

固定資産除却損 3,206

売上債権の増減額（△は増加） 4,227,176

たな卸資産の増減額（△は増加） △857,905

その他の流動資産の増減額（△は増加） △105,641

仕入債務の増減額（△は減少） △127,399

未払費用の増減額（△は減少） 169,705

未払金の増減額（△は減少） 55,783

前受金の増減額（△は減少） 342,562

その他の流動負債の増減額（△は減少） 2,380

その他 △200,726

小計 3,735,943

利息及び配当金の受取額 6,794

法人税等の支払額 △527,418

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,215,318

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 △1,320,000

投資有価証券の取得による支出 △1,588

有形固定資産の取得による支出 △37,960

無形固定資産の取得による支出 △4,956

その他 △1,408

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,365,914

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（△は減少） △200,000

自己株式の取得による支出 △50

配当金の支払額 △156,848

財務活動によるキャッシュ・フロー △356,899

現金及び現金同等物に係る換算差額 △17,258

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,475,247

現金及び現金同等物の期首残高 2,075,117

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  3,550,364



　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。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

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）

　当社グループは、プレス機械及びその周辺設備の製造・販売・アフターサービス工事を主な事業としており、

当該事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。

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）

　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。

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）

 アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 1,814,498 493,280 2,307,778

Ⅱ　連結売上高（千円） － － 3,688,731

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 49.2 13.4 62.6

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

アジア……タイ、中国、インド他

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。

（６）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。

－ 1 －



「参考資料」

前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）

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金　額

Ⅰ　売上高 5,906,774

Ⅱ　売上原価 4,740,195

売上総利益 1,166,579

Ⅲ　販売費及び一般管理費 393,058

営業利益 773,520

Ⅳ　営業外収益 21,986

Ⅴ　営業外費用 15,195

経常利益 780,312

税金等調整前四半期純利益 780,312

税金費用 318,008

四半期純利益 462,304

－ 2 －



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金　額

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 780,312

減価償却費 108,935

のれん償却額 1,539

賞与引当金の増加・減少（△）額 184,550

役員賞与引当金の増加・減少（△）額 △9,000

退職給付引当金の増加・減少（△）額 △21,403

役員退職慰労引当金の増加・減少（△）額 △107,320

貸倒引当金の増加・減少（△）額 207

受取利息及び受取配当金 △5,646

固定資産除却損 8,758

売上債権の減少・増加（△）額 △1,248,124

たな卸資産の減少・増加（△）額 868,836

その他流動資産の減少・増加（△）額 △19,159

仕入債務の増加・減少（△）額 50,296

未払費用の増加・減少（△）額 △226,869

未払金の増加・減少（△）額 53,103

前受金の増加・減少（△）額 149,300

その他流動負債の増加・減少（△）額 4,497

その他 115,693

小計 688,508

利息及び配当金の受取額 5,646

法人税等の支払額 △601,115

営業活動によるキャッシュ・フロー 93,039

－ 3 －



（単位：千円）

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金　額

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入 400,000

投資有価証券の取得による支出 △1,589

有形固定資産の取得による支出 △151,966

無形固定資産の取得による支出 △7,711

その他 △407

投資活動によるキャッシュ・フロー 238,324

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純減少額 △200,000

配当金の支払額 △127,548

財務活動によるキャッシュ・フロー △327,548

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 2,402

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加・減少（△）額 6,216

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 3,692,101

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 3,698,318

－ 4 －



（３）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前年同四半期（平成20年３月期第１四半期）

　当社グループは、プレス機械及びその周辺設備の製造・販売・アフターサービス工事を主な事業としており、

当該事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。

ｂ．所在地別セグメント情報

前年同四半期（平成20年３月期第１四半期）

　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。

ｃ．海外売上高

　前年同四半期（平成20年３月期第１四半期）

 アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 1,236,187 291,656 1,527,844

Ⅱ　連結売上高（千円） － － 5,906,774

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 20.9 5.0 25.9

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

アジア……タイ、中国、インド他

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。

－ 5 －
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