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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 2,666 ― △231 ― △234 ― △237 ―

20年3月期第1四半期 1,649 △14.6 △234 ― △237 ― △242 ―

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 △20.62 ―

20年3月期第1四半期 △21.03 ―

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 9,872 3,728 37.7 323.03
20年3月期 11,053 3,959 35.8 342.93

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  3,724百万円 20年3月期  3,953百万円

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 ― 0.00 0.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 0.00 0.00

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 5,540 ― 260 ― 220 ― 70 ― 6.07
通期 10,530 2.9 600 ― 500 ― 310 ― 26.89

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【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３ページ【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） 

1.平成21年3月期の連結業績予想は、平成20年5月15日発表時の業績予想と変更ありません。 
 （注）業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成されたものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合が 
 あります。従いまして実際の業績等は、業況の変化等により、この資料に記載されている予想と大きく異なる場合がありますことをご承知おきください。 
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。  

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  11,550,000株 20年3月期  11,550,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  20,308株 20年3月期  20,308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  11,529,692株 20年3月期第1四半期  11,533,152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１四半期におけるわが国経済は、昨年からの米国サブプライム問題の影響による株価の下落、原油や原材料

の価格高騰等の不安要素が重なり、景気の不透明感が急速に増大するとともに、景気の減速感がさらに強まりつつ

あります。 

 このような経済状況のもとで、当社グループは平成20年３月14日に発表しました中期経営計画の基本方針にもと

づき営業活動を推進し受注額、売上高とも順調に推移しましたが、収益的には厳しい結果となりました。 

  このような状況のもと当第１四半期の売上につきましては、射出成形機は中国向けの大口売上の計上により1,675

百万円（前年同期比192.8％増）、プレス機は268百万円（前年同期比13.3％減）となり、金型・周辺機器等その他

を含めた売上高は2,666百万円（前年同期比61.7％増）となりました。このうち国内売上高は1,199百万円（前年同

期比6.4％増）、海外売上高は1,466百万円（前年同期比180.9％増）となり、連結売上高に占める海外売上高は

55.0％となりました。 

 利益面につきましては、生産性の向上による原価低減や諸経費削減活動を推進しましたが、原材料等の高騰によ

り粗利益率が低下し、経常損失は234百万円、四半期純損失は237百万円となりました。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期における総資産は、9,872百万円となり、前期末に比べ1,181百万円減少しました。 

 流動資産は、たな卸資産、現預金等が減少したことにより、前期末に比べ1,139百万円減少の7,420百万円となり

ました。 

 固定資産は、有形固定資産の減価償却等による減少により、前期末に比べ41百万円減少の2,451百万円となりまし

た。 

 負債は、支払手形及び買掛金等の減少により前期末に比べ950百万円減少の6,143百万円となりました。 

 純資産は、四半期純損失等の計上により前期末に比べ230百万円減少の3,728百万円となりました。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

   今期の見通しにつきましては、今後、期内売上の確保と受注の積み上げに注力する所存であり、現段階では業績

予想の変更はいたしません。なお、今後の事業の推移により業績を見直す必要が生じた場合には、適宜に見直し数

値を開示する予定です。 

  

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 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等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、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

    ②棚卸資産の評価方法 

     当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高

     を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

     また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却額を見積り、簿

     価切下げを行う方法によっております。 

  

（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、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。これによ

          り、営業損失及び経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ31,508千円増加しております。 

    ③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り扱い」

     （実務対応報告第18号）を適用しております。なお、これに伴う損益に与える影響はありません。 

  



  （追加情報） 

    当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、機械装置の耐用年数の変

    更を行っております。 

    これにより、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ3,811千円増加しております。 



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 878,588 1,356,416

受取手形及び売掛金 3,257,817 3,283,988

製品 414,375 431,953

半製品 234,559 312,972

原材料 1,106,259 1,307,789

仕掛品 1,445,332 1,547,728

貯蔵品 25,132 24,544

その他 92,671 327,570

貸倒引当金 △34,188 △33,087

流動資産合計 7,420,549 8,559,876

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,066,922 1,086,421

機械装置及び運搬具（純額） 525,570 542,267

その他（純額） 442,942 445,745

有形固定資産合計 2,035,434 2,074,433

無形固定資産 19,109 20,415

投資その他の資産   

その他 616,500 617,999

貸倒引当金 △219,252 △219,092

投資その他の資産合計 397,248 398,906

固定資産合計 2,451,792 2,493,755

資産合計 9,872,341 11,053,631



（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 2,428,649 3,277,306

短期借入金 1,364,734 1,356,368

1年内返済予定の長期借入金 138,480 138,480

未払法人税等 8,343 22,563

製品保証引当金 52,661 46,884

その他 395,126 451,908

流動負債合計 4,387,995 5,293,511

固定負債   

長期借入金 428,088 462,708

退職給付引当金 1,285,549 1,296,452

役員退職慰労引当金 1,600 1,300

その他 40,611 40,485

固定負債合計 1,755,849 1,800,946

負債合計 6,143,844 7,094,457

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,687,500 2,687,500

資本剰余金 1,309,509 2,054,555

利益剰余金 △145,164 △652,454

自己株式 △6,145 △6,145

株主資本合計 3,845,699 4,083,455

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 △121,295 △129,522

評価・換算差額等合計 △121,295 △129,522

少数株主持分 4,092 5,241

純資産合計 3,728,496 3,959,174

負債純資産合計 9,872,341 11,053,631



（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 2,666,631

売上原価 2,323,351

売上総利益 343,279

販売費及び一般管理費 574,495

営業損失（△） △231,216

営業外収益  

受取利息 287

受取配当金 100

仕入割引 188

為替差益 3,470

その他 2,442

営業外収益合計 6,488

営業外費用  

支払利息 7,047

手形売却損 2,085

その他 580

営業外費用合計 9,713

経常損失（△） △234,440

特別損失  

固定資産除売却損 185

特別損失合計 185

税金等調整前四半期純損失（△） △234,626

法人税、住民税及び事業税 4,278

法人税等合計 4,278

少数株主損失（△） △1,148

四半期純損失（△） △237,755



（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損失（△） △234,626

減価償却費 58,408

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,260

製品保証引当金の増減額（△は減少） 5,777

退職給付引当金の増減額（△は減少） △10,902

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 300

受取利息及び受取配当金 △575

支払利息 7,047

為替差損益（△は益） △135

固定資産除却損 185

売上債権の増減額（△は増加） 27,372

たな卸資産の増減額（△は増加） 405,099

仕入債務の増減額（△は減少） △853,358

その他の流動資産の増減額（△は増加） 225,208

その他の流動負債の増減額（△は減少） △54,850

小計 △423,788

利息及び配当金の受取額 575

利息の支払額 △7,047

法人税等の支払額 △17,336

営業活動によるキャッシュ・フロー △447,597

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形及び無形固定資産の取得による支出 △6,586

その他の支出 △372

その他の収入 1,983

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,975

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 24,734

短期借入金の返済による支出 △16,368

長期借入金の返済による支出 △34,620

配当金の支払額 △6

財務活動によるキャッシュ・フロー △26,260

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,005

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △477,828

現金及び現金同等物の期首残高 1,356,416

現金及び現金同等物の四半期末残高 878,588



 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 

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

  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、製品の種類、性質、製造方法、販売市場等の類似性から判断して、同種・同系列の製品を専

ら製造販売しているので、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。 

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 

  

 （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。 

      (1) アジア・・・・・・・・・・中国・タイ・台湾・マレーシア・香港 

      (2) 北米・・・・・・・・・・・アメリカ 

      (3) その他・・・・・・・・・・ロシア 

    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。 

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 北米 その他  計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 1,429,181 28,968 8,542 1,466,693 

Ⅱ 連結売上高（千円）      2,666,631 

Ⅲ 連結売上高に占める海

外売上高の割合（％） 
53.6 1.1 0.3 55.0 



「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表 

（要約）四半期連結損益計算書 

科目 

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）

 金額（千円） 

Ⅰ 売上高 1,649,403 

Ⅱ 売上原価 1,304,734 

売上総利益 344,668 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 579,595 

営業損失 234,926 

Ⅳ 営業外収益 6,669 

Ⅴ 営業外費用 9,115 

経常損失 237,272 

Ⅵ 特別利益 － 

Ⅶ 特別損失 1,186 

税金等調整前四半期
純損失 238,559 

税金費用 4,050 

少数株主損失  95

四半期純損失 242,513
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