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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 13,816 ― 1,658 ― 1,713 ― 1,060 ―
20年3月期第3四半期 18,477 △5.7 3,211 △9.2 3,234 △9.3 1,916 △8.0

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 70.46 ―
20年3月期第3四半期 125.01 ―

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 24,693 14,887 60.3 988.83
20年3月期 25,949 14,405 55.5 956.61

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  14,887百万円 20年3月期  14,405百万円

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 ― 10.00 ― 13.00 23.00
21年3月期 ― 10.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 10.00 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 22,500 △12.6 2,950 △38.5 3,000 △37.8 1,800 △38.7 119.53

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、3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） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
  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、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したものであります。実際の業績は 今後
様々な要因によって予想値と異なる結果となる可能性があります。 
  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  15,394,379株 20年3月期  15,394,379株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  339,245株 20年3月期  335,729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  15,057,332株 20年3月期第3四半期  15,332,154株
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当第３四半期累計期間における我が国経済は、海外経済の減速等により原油価格及び物価が乱高下する不

安定な状況に加え、後半ではサブプライムローン問題に端を発した金融不安が世界的な金融市場の混乱を招
き、株価下落・為替の変動等により景気が後退局面に転じ、設備投資や個人消費等が急激に落込み先行きが
不透明な状況となりました。 
このような状況のもと、当社グループにおきましても、顧客の設備投資計画の見直し及び生産計画の延期

等により納期がずれ込むなど厳しい環境となりました。 
また、受注面におきましても新規設備投資計画の様子見感が広がりを見せる厳しい状況のもと低調に推移い
たしましたが、その中において環境エネルギー分野向け塗布装置は比較的堅調に推移いたしました。 
この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は13,816百万円（前年同期比25.2％減）、営業利益は

1,658百万円（前年同期比48.3％減）、経常利益1,713百万円（前年同期比47.0％減）、四半期純利益は
1,060百万円（前年同期比44.6％減）となりました。 
受注残高につきましては、厳しい受注環境のもと、17,035百万円（前期末比13.3％減）、うち国内は

13,353百万円（前期末比14.2％減）、輸出は3,681百万円（前期末比10.0％減）となりました。 
  
事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 
  

（塗工機関連機器部門） 

当部門は、前期受注残高の生産消化により、液晶表示用光学機能性フィルム製造装置関連を中心に、工
業用粘着テープ製造装置関連製造装置も前期から引き続き、比較的堅調に推移致しました。 
売上高は7,587百万円（前年同期比6.8％減）、うち国内売上高4,300百万円、輸出売上高3,286百万円と

なりました。また、営業利益は755百万円となりました。 
受注残高につきましては、10,501百万円(前期末比0.2％増)、うち国内は7,789百万円、輸出は2,711百

万円となりました。 

  

（化工機関連機器部門） 

当部門は、電気・電子部材向け成膜装置を主体に推移したものの、新規設備投資の谷間を迎え前期の受
注が減少した影響で、減収となりました。 
売上高は5,407百万円(前年同期比42.3％減)、うち国内売上高4,248百万円、輸出売上高1,158百万円と

なりました。また、営業利益は739百万円となりました。 
受注残高につきましては、6,324百万円(前期末比28.5％減)、うち国内は5,386百万円、輸出は938百万

円となりました。 

  

（その他） 

当部門は、染色整理機械装置、各種機器の部品の製造及び修理・改造等を行っております。 
売上高は822百万円(前年同期比14.0％減)、うち国内売上高590百万円、輸出売上高231百万円となりま

した。また、営業利益は164百万円となりました。 
受注残高につきましては、209百万円(前期末比35.3％減)、うち国内は177百万円、輸出は31百万円とな

りました。 
  

  

（資産） 

当第３四半期連結会計期間末における資産は24,693百万円と前連結会計年度末比1,255百万円の減少と
なりました。その主な要因は、有価証券が1,804百万円、仕掛品が1,938百万円それぞれ増加したものの現
金及び預金が2,536百万円、受取手形及び売掛金が2,233百万円それぞれ減少したことによります。 

  

（負債） 

当第３四半期連結会計期間末における負債は9,806百万円と前連結会計年度末比1,737百万円の減少とな
りました。その主な要因は、前受金が1,889百万円増加した一方、支払手形及び買掛金が1,645百万円減少
し、また、法人税等を支払ったことにより、未払法人税等が998百万円減少したことによります。 

  

・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

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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（純資産） 

当第３四半期連結会計期間末における純資産は14,887百万円と前連結会計年度末比481百万円の増加と
なりました。その主な要因は、四半期純利益を1,060百万円計上したことによります。 

  

当社が販売する塗工機関連機器及び化工機関連機器等は、受注生産であり、顧客の指定納期も様々で
あります。よって、各四半期において、売上高が同水準とならない場合があります。当第３四半期連結
会計期間におきましても、国内外の景気後退等、消費回復には厳しい状況の中で、売上高及び利益にお
いて低水準でありますが、業績予想については受注残の納期等を勘案した結果、現時点においては平成
20年5月16日に発表した予想に変更はありません。 

  
  

該当事項はありません。 

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 
「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、原価法から原価法（収益の低下
による簿価切下げの方法）に変更しております。 
なお、この変更に伴う当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。 

3.リース取引に関する会計基準の適用 
  「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成５年６月17日 終改正平成19年３

月30日 企業会計基準第13号)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員
会 平成６年１月18日 終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号)を第１四半期連
結会計期間から早期に適用し、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から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理方法に変更して
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。 

   この変更に伴う当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。 

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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)

(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
重要性が乏しいため記載を省略しております。

(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
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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 5,484,994 8,021,972

受取手形及び売掛金 5,996,346 8,230,029

有価証券 2,802,323 998,286

原材料 112,116 82,585

仕掛品 6,181,925 4,243,218

その他 296,461 293,893

貸倒引当金 △10,189 △8,679

流動資産合計 20,863,978 21,861,307

固定資産   

有形固定資産 2,456,579 2,516,916

無形固定資産 203,823 240,550

投資その他の資産   

投資有価証券 812,050 1,138,310

その他 368,533 192,125

貸倒引当金 △11,691 △36

投資その他の資産合計 1,168,892 1,330,400

固定資産合計 3,829,296 4,087,866

資産合計 24,693,274 25,949,173

－4－



（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 4,822,519 6,467,734

短期借入金 170,000 －

1年内返済予定の長期借入金 331,880 480,060

未払法人税等 91,087 1,089,341

前受金 2,734,950 844,986

賞与引当金 54,631 165,360

製品保証引当金 21,200 28,000

その他 435,993 1,075,648

流動負債合計 8,662,262 10,151,130

固定負債   

長期借入金 228,160 441,540

退職給付引当金 789,673 831,075

役員退職慰労引当金 126,010 113,110

その他 136 7,065

固定負債合計 1,143,980 1,392,791

負債合計 9,806,242 11,543,922

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,847,821 1,847,821

資本剰余金 1,339,722 1,339,835

利益剰余金 11,918,795 11,205,123

自己株式 △397,758 △395,775

株主資本合計 14,708,581 13,997,005

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 178,450 408,245

評価・換算差額等合計 178,450 408,245

純資産合計 14,887,031 14,405,251

負債純資産合計 24,693,274 25,949,173
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(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 13,816,507

売上原価 10,862,633

売上総利益 2,953,874

販売費及び一般管理費 1,294,992

営業利益 1,658,881

営業外収益  

受取利息 15,296

受取配当金 20,371

その他 39,262

営業外収益合計 74,931

営業外費用  

支払利息 13,193

その他 6,729

営業外費用合計 19,922

経常利益 1,713,890

特別利益  

固定資産売却益 4,211

特別利益合計 4,211

特別損失  

固定資産売却損 184

特別損失合計 184

税金等調整前四半期純利益 1,717,917

法人税、住民税及び事業税 585,089

法人税等調整額 71,931

法人税等合計 657,021

四半期純利益 1,060,896
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【第３四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 3,221,205

売上原価 2,463,627

売上総利益 757,577

販売費及び一般管理費 380,269

営業利益 377,307

営業外収益  

受取利息 5,733

受取配当金 7,492

その他 6,310

営業外収益合計 19,536

営業外費用  

支払利息 3,866

その他 2,476

営業外費用合計 6,342

経常利益 390,501

税金等調整前四半期純利益 390,501

法人税、住民税及び事業税 80,818

法人税等調整額 59,862

法人税等合計 140,680

四半期純利益 249,820
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（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) 

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 1,717,917

減価償却費 315,538

賞与引当金の増減額（△は減少） △110,728

貸倒引当金の増減額（△は減少） 13,165

退職給付引当金の増減額（△は減少） △41,401

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 12,900

製品保証引当金の増減額（△は減少） △6,800

受取利息及び受取配当金 △35,668

支払利息 13,193

固定資産売却損益（△は益） △2,779

売上債権の増減額（△は増加） 4,114,092

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,979,862

仕入債務の増減額（△は減少） △1,654,367

その他 △583,120

小計 1,772,077

利息及び配当金の受取額 34,993

利息の支払額 △13,193

法人税等の支払額 △1,583,343

営業活動によるキャッシュ・フロー 210,534

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 △1,000

定期預金の払戻による収入 1,000

有形固定資産の取得による支出 △336,699

有形固定資産の売却による収入 27,774

無形固定資産の取得による支出 △12,952

投資有価証券の取得による支出 △51,647

その他 △31,342

投資活動によるキャッシュ・フロー △404,867

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） 170,000

長期借入金の返済による支出 △361,560

自己株式の取得による支出 △3,744

自己株式の売却による収入 757

配当金の支払額 △344,060

財務活動によるキャッシュ・フロー △538,607

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △732,940

現金及び現金同等物の期首残高 8,539,258

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,806,318

－8－



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。 

  

 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) 

 該当事項はありません。 

  

 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) 

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な製品 

 (1)塗工機関連機器 

  各種コーティング、ラミネーティング装置並びにこれらに付随する乾燥熱処理装置及びライン制御装置 

 (2)化工機関連機器 

  各種成膜装置、不織布・高機能繊維製造装置、フラットパネル塗布乾燥装置、真空蒸着装置並びにこれら 

に付随する乾燥・熱処理装置及びライン制御装置 

        (3)その他 

      染色整理機械装置、各種機器の部品の製造及び修理・改造等 

  

 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) 

在外連結子会社及び在外支店がないため該当事項はありません。 

  

 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) 

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

 (1)東アジア地域・・・・・・・・・台湾・韓国・中国 

 (2)その他地域・・・・・・・・・・アメリカ 

３ 海外売上高は、連結財務諸表提出会社及び連結子会社の輸出高の合計額であります。 

  

 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) 

 該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5)セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

塗工機関連機器
（千円）

化工機関連機器
（千円）

その他
（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

7,587,067 5,407,316 822,124 13,816,507 － 13,816,507

(2)セグメント間の
    内部売上高又は
    振替高

－ － － － (－) －

計 7,587,067 5,407,316 822,124 13,816,507 (－) 13,816,507

 営業利益 755,141 739,293 164,447 1,658,881 (－) 1,658,881

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

東アジア その他地域 計

Ⅰ  海外売上高 (千円) 3,653,160 1,023,817 4,676,977

Ⅱ  連結売上高 (千円) － － 13,816,507

Ⅲ 連結売上高に占める
     海外売上高の割合(％)

26.4％ 7.4％ 33.9％

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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（要約）前第３四半期連結損益計算書 

                                    （単位：千円） 

 
  

「参考資料」

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
百分比 
（％）

 Ⅰ 売上高 18,477,734 100.0

 Ⅱ 売上原価 13,924,526 75.4

       売上総利益 4,553,207 24.6

 Ⅲ 販売費及び一般管理費

  １ 販売手数料 214,278

  ２ 給与手当 371,041

  ３ 役員報酬 88,279

  ４ 退職給付引当金繰入額 24,647

  ５ 役員退職給付引当金繰入額 23,152

  ６ 法定福利・厚生費 96,084

  ７ 交際費 13,029

  ８ 旅費交通費及び通信費 74,619

  10 減価償却費 114,716

  11 賃借料 20,779

  12 その他 301,344 1,341,973 7.3

    営業利益 3,211,234 17.3

  Ⅳ 営業外収益

  １ 受取利息 3,400

  ２ 受取配当金 17,674

  ３ 仕入割引 12,648

  ４ 賃貸料 3,259

  ５ その他 8,449 45,433 0.2

 Ⅴ 営業外費用

  １ 支払利息 16,170

  ２ その他 5,773 21,943 0.1

    経常利益 3,234,723 17.5

       税金等調整前四半期純利益 3,234,723 17.5

       税金費用 1,318,118 7.1

      四半期純利益 1,916,605 10.4
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当第３四半期連結累計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

  

 
  

(２)受注実績 

                                                                

 
(注) １ 金額は、販売価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税が含まれておりません。 

  

 (３)販売実績 

                                                                   

 
(注) １ 金額は、販売価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税が含まれておりません。 

  

生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

事業の種類別セグメント 生産高(千円)

塗      工      機      関     連      機     器 6,173,715

化      工      機      関     連      機     器 4,137,431

そ                      の                     他 551,487

合計 10,862,633

当第３四半期連結累計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 受注高（千円） 受注残高（千円）

塗      工      機      関     連      機     器 7,603,070 10,501,385

化      工      機      関     連      機     器 2,882,811 6,324,811

そ                      の                     他 707,892 209,000

合計 11,193,773 17,035,196

当第３四半期連結累計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 販売高（千円）

塗      工      機      関     連      機     器 7,587,067

化      工      機      関     連      機     器 5,407,316

そ                      の                     他 822,124

合計 13,816,507
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