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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 16,758 ― 2,875 ― 2,870 ― 1,455 ―

20年3月期第3四半期 16,414 8.7 2,879 31.0 2,918 29.8 1,703 28.9

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3四半期 81.75 ―

20年3月期第3四半期 105.24 ―

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3四半期 22,864 18,373 80.2 1,030.04
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3四半期  18,331百万円 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  有  

詳細は本日別途公表しております「平成21年３月期 配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

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 ― 18.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 10.00 28.00

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  有  
 

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 19,750 △6.4 2,864 △18.7 2,879 △19.5 1,454 △28.1 81.70

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、２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）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3四半期 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3四半期 22,663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3四半期 17,797,875株 20年3月期第3四半期 16,184,176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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国サブプライムローン問題に端を発した国際的な金融危機

による株価の下落に急激な円高が重なり、設備投資や個人消費が減少し、景気の減速感が鮮明になってまいりまし

た。 

  このような状況下で、当社グループは汎用機の販売が計画を下回ったものの、特注機の生産・出荷が計画通りに

進捗しましたので、当第３四半期連結累計期間における売上高は、16,758百万円と前年同期比2.1%増となりました

が、急激な円高により為替差損83百万円を計上しましたので経常利益は2,870百万円（前年同期比1.7%減）、四半

期純利益は1,455百万円（前年同期比14.6%減）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年度末に比べ1,762百万円減少し18,346百万円となりました。これは現金及び預金は1,173

百万円増加しましたが、有価証券が1,511百万円減少、仕掛品が1,162百万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2,003百万円減少の22,864百万円となりました。 

 流動負債は前連結会計年度末に比べ2,281百万円減少し4,246百万円となりました。これは、支払手形及び買掛金

が1,418百万円減少し、未払法人税等が631百万円減少したことなどによります。 

 固定負債については大きな変動はなかったため、負債合計は2,379百万円減少して4,490百万円となりました。 

 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810百万円増加したことなどから

375百万円増加の18,373百万円となりました。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 世界的な景気の急激な後退により、厳しい経営環境が当面続くものと予想されます。このため、第３四半期決算

の業績及び今後の業界動向などを踏まえ業績予想の見直しを行った結果、平成20年11月５日に公表いたしました平

成21年３月期の通期業績予想（連結、個別）を下方修正しております。詳細は本日発表した「業績予想の修正に関

するお知らせ」をご覧ください。            

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３四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

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。 



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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 6,270,712 5,097,543

受取手形及び売掛金 6,453,147 6,934,833

有価証券 1,985,240 3,497,125

製品 809,143 732,560

原材料 1,272,953 1,186,281

仕掛品 981,267 2,144,029

繰延税金資産 420,823 408,954

その他 166,348 122,362

貸倒引当金 △13,429 △15,398

流動資産合計 18,346,205 20,108,292

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,222,962 1,304,400

土地 2,008,052 2,012,390

その他 279,623 286,221

有形固定資産合計 3,510,638 3,603,012

無形固定資産   

のれん 10,054 16,086

その他 169,795 217,718

無形固定資産合計 179,849 233,804

投資その他の資産   

投資有価証券 269,327 413,895

繰延税金資産 147,057 80,161

その他 412,703 428,799

貸倒引当金 △1,657 △314

投資その他の資産合計 827,431 922,541

固定資産合計 4,517,919 4,759,359

資産合計 22,864,124 24,867,651



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 2,653,565 4,072,486

未払金 456,720 926,627

未払法人税等 267,938 899,167

賞与引当金 123,000 226,000

役員賞与引当金 11,250 42,000

製品保証引当金 118,300 123,000

その他 616,068 239,376

流動負債合計 4,246,843 6,528,658

固定負債   

繰延税金負債 76,223 134,255

役員退職慰労引当金 87,685 100,132

その他 79,990 106,914

固定負債合計 243,899 341,301

負債合計 4,490,742 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 14,543,707 13,732,715

自己株式 △45,144 △33,996

株主資本合計 18,508,133 17,708,289

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △5,322 141,196

為替換算調整勘定 △171,810 99,941

評価・換算差額等合計 △177,132 241,138

少数株主持分 42,381 48,263

純資産合計 18,373,382 17,997,691

負債純資産合計 22,864,124 24,867,651



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 16,758,370

売上原価 10,288,422

売上総利益 6,469,947

販売費及び一般管理費 3,594,073

営業利益 2,875,873

営業外収益  

受取利息 46,747

受取配当金 5,182

仕入割引 15,537

その他 15,590

営業外収益合計 83,057

営業外費用  

貸倒損失 3,282

為替差損 83,126

その他 2,309

営業外費用合計 88,719

経常利益 2,870,212

特別利益  

投資有価証券売却益 10,137

その他 1,310

特別利益合計 11,448

特別損失  

固定資産除却損 1,458

有価証券売却損 453,560

その他 1,329

特別損失合計 456,348

税金等調整前四半期純利益 2,425,312

法人税等 965,457

少数株主利益 4,848

四半期純利益 1,455,006



 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 

〔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。 

〔所在地別セグメント情報〕 

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

〔海外売上高〕 

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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 
14,105,468 1,581,683 807,390 263,826 16,758,370 － 16,758,370 

(2）セグメント間の内

部売上高 
1,448,574 4,150 164,988 5,145 1,622,858 (1,622,858) － 

計 15,554,042 1,585,834 972,378 268,972 18,381,229 (1,622,858) 16,758,370 

営業利益 2,779,248 18,132 23,639 12,871 2,833,890 41,983 2,875,873 

 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） 4,110,478 3,015,518 3,032,510 123,139 10,281,646 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － － 16,758,370 

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
24.5 18.0 18.1 0.7 61.4 



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

 
前第３四半期連結累計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日） 

区分 金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   16,414,350 100.0 

Ⅱ 売上原価   10,155,498 61.9 

売上総利益   6,258,852 38.1 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   3,379,486 20.6 

営業利益   2,879,365 17.5 

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息及び配当金 39,056     

２．その他 28,786 67,843 0.4 

Ⅴ 営業外費用       

１．為替差損 21,803     

２．その他 7,030 28,834 0.1 

経常利益   2,918,374 17.8 

Ⅵ 特別利益       

１．その他 3,565 3,565 0.0 

Ⅶ 特別損失       

１．固定資産除却損 5,508 5,508 0.0 

税金等調整前四半期純利
益   2,916,432 17.8 

法人税、住民税及び事業
税 1,217,214     

法人税等調整額 △10,307 1,206,907 7.4 

少数株主利益   6,248 0.0 

四半期純利益   1,703,276 10.4 

    



（２）セグメント情報 

〔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。 

〔所在地別セグメント情報〕 

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

〔海外売上高〕 

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31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 
13,531,336 1,801,030 942,820 139,164 16,414,350 － 16,414,350 

(2）セグメント間の内

部売上高 
1,530,382 7,212 213,240 9,309 1,760,143 (1,760,143) － 

計 15,061,719 1,808,242 1,156,060 148,473 18,174,494 (1,760,143) 16,414,350 

営業費用 12,414,837 1,622,172 1,052,223 175,222 15,264,456 (1,729,471) 13,534,985 

営業利益（又は営業

損失） 
2,646,881 186,069 103,836 (26,749) 2,910,038 (30,672) 2,879,365 

 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） 3,614,004 4,362,355 1,323,565 199,639 9,499,564 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － － 16,414,350 

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
22.0 26.6 8.1 1.2 57.9 



６．その他の情報 

ａ.受注の状況 

①受注高 

（注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記金額には消費税は含んでおりません。 

②受注残高 

（注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記金額には消費税は含んでおりません。 

ｂ.販売の状況 

（注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記金額には消費税は含んでおりません。 

製品等の区分 
当第３四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日） 

取出ロボット（千円） 5,833,584 

ストック装置（千円） 388,818 

特注機（千円） 5,377,289 

付属機器等（千円） 2,505,420 

部品・保守修理サービス（千円） 845,858 

合 計（千円） 14,950,971 

製品等の区分 
当第３四半期連結会計期間末 
（平成20年12月31日） 

取出ロボット（千円） 836,638 

ストック装置（千円） 47,927 

特注機（千円） 4,036,908 

付属機器等（千円） 493,120 

部品・保守修理サービス（千円） － 

合 計（千円） 5,414,594 

製品等の区分 
当第３四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日） 

取出ロボット（千円） 6,178,409 

ストック装置（千円） 397,869 

特注機（千円） 6,860,861 

付属機器等（千円） 2,475,371 

部品・保守修理サービス（千円） 845,858 

合 計（千円） 16,758,370 



「参考資料」 

前年同四半期に係るその他の情報 

ａ.受注の状況 

①受注高 

（注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記金額には消費税は含んでおりません。 

②受注残高 

（注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記金額には消費税は含んでおりません。 

ｂ.販売の状況 

（注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記金額には消費税は含んでおりません。 

製品等の区分 
前第３四半期連結累計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日） 

取出ロボット（千円） 8,448,719 

ストック装置（千円） 451,270 

特注機（千円） 4,710,108 

付属機器等（千円） 2,910,398 

部品・保守修理サービス（千円） 968,285 

合 計（千円） 17,488,782 

製品等の区分 
前第３四半期連結会計期間末 
（平成19年12月31日） 

取出ロボット（千円） 1,642,446 

ストック装置（千円） 88,280 

特注機（千円） 3,633,570 

付属機器等（千円） 617,435 

部品・保守修理サービス（千円） － 

合 計（千円） 5,981,731 

製品等の区分 
前第３四半期連結累計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日） 

取出ロボット（千円） 8,308,615 

ストック装置（千円） 473,981 

特注機（千円） 3,886,645 

付属機器等（千円） 2,776,823 

部品・保守修理サービス（千円） 968,285 

合 計（千円） 16,414,350 
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