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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 5,093 ― △200 ― △219 ― △205 ―

20年3月期第2四半期 4,402 △28.3 △261 ― △279 ― △452 ―

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2四半期 △17.80 ―

20年3月期第2四半期 △39.20 ―

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2四半期 9,370 3,755 40.0 325.36
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2四半期  3,751百万円 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 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 9,530 △6.9 △220 ― △289 ― △352 ― △30.53

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、２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10月21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2四半期  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2四半期  20,808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2四半期  11,529,509株 20年3月期第2四半期  11,532,602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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国サブプライム問題に端を発するアメリカ金融市場の混乱 

  が世界経済に波及し、景気の不透明感が急速に増大するとともに、実体経済の減速が懸念される状況になってまい 

  りました。 

   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ましたが、売上高、収益とも厳しい結果となりました。 

   当第２四半期連結累計期間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3,095百万円 

  （前年同期比36.3％増）、プレス機は490百万円（前年同期比15.0％減）となり、金型・周辺機器等その他を含めた

  売上高は5,093百万円（前年同期比15.7％増）となりました。このうち国内売上高は2,533百万円（前年同期比4.2％

  増）、海外売上高は2,560百万円（前年同期比29.9％増）となり、連結売上高に占める海外売上高は50.3％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、海外における価格競 

  争激化及び原材料高騰により粗利益率が低下し、経常損失は219百万円、四半期純損失は205百万円となりました。 

 なお、前年同期比は参考として記載しております。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

  当第２四半期における総資産は、9,370百万円となり、前期末に比べ1,683百万円減少しました。 

   流動資産は、受取手形及び売掛金、たな卸資産等が減少したことにより、前期末に比べ1,575百万円減少の6,984 

 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108百万円減少の2,385百万円となりま 

  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1,479百万円減少の5,614百万円となりました。 

   純資産は、四半期純損失等の計上により前期末に比べ204百万円減少の3,755百万円となりました。 

  

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、平成20年10月21日付けにて業績予想の修正を行っており、現段階では業績予想の 

  変更は致しません。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 

する予定であります。 

  

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 

 棚卸資産の評価方法 

     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、

     当第２四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ62,539千円増加

     しております。 

    ③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）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、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、当第２四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ 

   8,766千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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 1,545,534 1,356,416

受取手形及び売掛金 2,281,534 3,283,988

製品 292,972 431,953

仕掛品 1,463,494 1,547,728

原材料及び貯蔵品 1,339,062 1,645,306

その他 67,840 327,570

貸倒引当金 △5,733 △33,087

流動資産合計 6,984,704 8,559,876

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,048,145 1,086,421

機械装置及び運搬具（純額） 504,477 542,267

その他（純額） 438,483 445,745

有形固定資産合計 1,991,106 2,074,433

無形固定資産 17,958 20,415

投資その他の資産   

その他 595,492 617,999

貸倒引当金 △219,113 △219,092

投資その他の資産合計 376,378 398,906

固定資産合計 2,385,443 2,493,755

資産合計 9,370,148 11,053,631



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 1,839,175 3,277,306

短期借入金 1,363,786 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 19,293 22,563

製品保証引当金 43,432 46,884

その他 518,373 451,908

流動負債合計 3,922,541 5,293,511

固定負債   

長期借入金 393,468 462,708

退職給付引当金 1,257,223 1,296,452

役員退職慰労引当金 1,260 1,300

その他 40,496 40,485

固定負債合計 1,692,448 1,800,946

負債合計 5,614,990 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 △112,599 △652,454

自己株式 △6,200 △6,145

株主資本合計 3,878,209 4,083,455

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 △127,093 △129,522

評価・換算差額等合計 △127,093 △129,522

少数株主持分 4,043 5,241

純資産合計 3,755,158 3,959,174

負債純資産合計 9,370,148 11,053,631



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 5,093,978

売上原価 4,157,988

売上総利益 935,989

販売費及び一般管理費 1,136,839

営業損失（△） △200,849

営業外収益  

受取利息 693

受取配当金 100

仕入割引 503

物品売却益 1,720

その他 4,048

営業外収益合計 7,065

営業外費用  

支払利息 20,817

手形売却損 3,590

その他 1,198

営業外費用合計 25,607

経常損失（△） △219,391

特別利益  

固定資産売却益 1,316

貸倒引当金戻入額 27,201

特別利益合計 28,517

特別損失  

固定資産除売却損 2,081

特別損失合計 2,081

税金等調整前四半期純損失（△） △192,955

法人税、住民税及び事業税 13,434

法人税等合計 13,434

少数株主損失（△） △1,198

四半期純損失（△） △205,191



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20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損失（△） △192,955

減価償却費 119,090

貸倒引当金の増減額（△は減少） △27,333

製品保証引当金の増減額（△は減少） △3,452

退職給付引当金の増減額（△は減少） △39,229

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △40

前払年金費用の増減額（△は増加） 19,368

受取利息及び受取配当金 △1,296

支払利息 20,817

為替差損益（△は益） 169

固定資産除却損 996

固定資産売却損益（△は益） △231

売上債権の増減額（△は増加） 1,002,538

たな卸資産の増減額（△は増加） 532,165

仕入債務の増減額（△は減少） △1,434,982

その他の流動資産の増減額（△は増加） 243,900

その他の流動負債の増減額（△は減少） 60,182

小計 299,709

利息及び配当金の受取額 1,296

利息の支払額 △20,817

法人税等の支払額 △18,127

営業活動によるキャッシュ・フロー 262,061

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 △15,442

有形及び無形固定資産の売却による収入 3,759

その他の支出 △372

その他の収入 2,279

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,775

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 29,786

短期借入金の返済による支出 △22,368

長期借入金の返済による支出 △69,240

自己株式の取得による支出 △54

配当金の支払額 △6

財務活動によるキャッシュ・フロー △61,883

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,285

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 189,117

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 1,545,534



 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２四半期連結累計期間（自 平成20年4月1日 至 平成20年9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２四半期連結累計期間（自 平成20年4月1日 至 平成20年9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２四半期連結累計期間（自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日） 

  （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・韓国 

 (2) 北米・・・・・・・・・・・アメリカ 

 (3) その他・・・・・・・・・・ロシア他 

 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。 

  アジア 北米 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 2,487,911 56,811 16,235 2,560,958 

Ⅱ 連結売上高（千円）       5,093,978 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
48.9 1.1 0.3 50.3 



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成19年4月1日 
 至 平成19年9月30日） 

区分 金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   4,402,259 100.0 

Ⅱ 売上原価   3,515,721 79.9 

売上総利益   886,537 20.1 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   1,148,227 26.1 

営業損失   261,690 △6.0 

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息 1,677     

２．受取配当金 100     

３．仕入割引 470     

４．その他 12,003 14,250 0.3 

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息 25,755     

２．為替差損 2,979     

３．手形売却損 1,542     

４．たな卸資産処分損 1,750     

５．その他 291 32,319 0.7 

経常損失   279,758 △6.4 

Ⅵ 特別利益       

１．固定資産売却益 19     

２．投資有価証券売却益 1,993     

３．貸倒引当金戻入額 30,000 32,012 0.7 

Ⅶ 特別損失       

１．固定資産除売却損 2,324     

２．たな卸資産評価損 184,850 187,174 4.2 

税金等調整前中間純損失   434,920 △9.9 

法人税、住民税及び事業
税 12,022     

法人税等調整額 7,123 19,145 0.4 

少数株主損失   1,990 △0.0 

中間純損失   452,075 △10.3 

       



（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成19年4月1日 
 至 平成19年9月30日） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前中間純損失（△） △434,920 

減価償却費  117,471 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △15,257 

製品保証引当金の増減額（△は減少） △5,510 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △516 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 450 

前払年金費用の増加額（△）・減少額 △6,943 

受取利息及び受取配当金 △2,247 

支払利息 25,755 

為替差損益（△は益） 138 

固定資産除却損 2,324 

売上債権の増減額（△は増加） 867,323 

たな卸資産の増減額（△は増加） △526,228 

仕入債務の増減額（△は減少） △35,692 

その他の流動資産の増減額（△は増加） △7,308 

その他の流動負債の増減額（△は減少） 77,282 

その他 △4,965 

小計 51,156 

利息及び配当金の受取額 2,247 

利息の支払額 △25,755 

法人税等の支払額 △22,645 

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,002 

 



 
前中間連結会計期間 

（自 平成19年4月1日 
 至 平成19年9月30日） 

区分 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券及び投資有価証券の売却による収入 20,468 

有形及び無形固定資産の取得による支出 △34,550 

有形及び無形固定資産の売却による収入 1,538 

貸付金の回収による収入  30,000 

その他の支出  △358 

その他の収入 1,459 

投資活動によるキャッシュ・フロー 18,557 

Ⅲ 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 70,000 

短期借入金の返済による支出 △155,000 

長期借入金の返済による支出 △109,740 

自己株式の取得による支出 △442 

配当金の支払額 △37 

財務活動によるキャッシュ・フロー △195,219 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,583 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（△は減少） △175,243 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,570,996 

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 1,395,752 

   



ａ． 事業の種類別セグメント情報 

前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９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 

前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９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 

前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

    

 （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・韓国・香港 

     (2) 北米・・・・・・・・・・・アメリカ 

     (3) その他・・・・・・・・・・ロシア他 

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。 

  アジア 北米 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 1,599,110 302,817 69,759 1,971,687 

Ⅱ 連結売上高（千円）       4,402,259 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
36.3 6.9 1.6 44.8 
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