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1.  平成21年3月期第3四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 10,354 ― 1,158 ― 1,174 ― 695 ―

20年3月期第3四半期 12,701 △28.6 1,614 △40.0 1,623 △39.7 928 △40.2

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 64.59 ―

20年3月期第3四半期 85.98 ―

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 18,049 7,485 41.5 706.14
20年3月期 16,054 7,161 44.6 662.94

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  7,485百万円 20年3月期  7,161百万円

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  

20年3月期末配当金の内訳 記念配当 ３円００銭  

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 ― 7.00 ― 11.00 18.00
21年3月期 ― 7.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 8.00 15.00

3.  平成21年3月期の業績予想（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）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 15,000 △7.4 1,750 △13.1 1,730 △14.9 1,000 △13.6 92.84

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期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。]  

(2) 四半期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．その他をご覧ください。]  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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  10,821,720株 20年3月期  10,821,720株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  220,905株 20年3月期  19,468株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第3四半期  10,771,454株 20年3月期第3四半期  10,803,563株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（１）平成20年５月15日に公表いたしました業績予想の見直しは行っておりません。 
（２）上記の予測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す。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結果となる可 
能性があります。業績予想の前提となる仮定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．業績予想に関 
する定性的情報をご覧ください。 
（３）当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  
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定性的情報・財務諸表等 

１．経営成績に関する定性的情報 

 ①業界及び当社の取組みの状況 

  当第３四半期累計期間は、米国より端を発した金融危機が世界中に伝播し、各国の実体経済に大きな影響を与

え、世界同時不況の様相を呈してきました。また円高により輸出に大きく依存していた企業の収益性が悪化し、設

備投資の大幅な見直しが実施されはじめ、急激な経済の収縮となってきました。 

 国内では急激な円高と株価の低迷及び雇用不安等により深刻な消費不況となり、当社の関連する液晶テレビ用フ

イルム関係各社においても設備投資の見直しが実施され、当社においても第３四半期会計期間より受注環境の急激

な変化がみられ、納期の延期や契約のキャンセルまでも発生いたしました。 

 このような環境の中、当社としては今後の有望分野としての太陽電池や二次電池をはじめ、水ビジネスの逆浸透

膜や炭素繊維などの先端技術分野へ展開を計るとともに、将来を目指し積極的な技術開発投資を実施する所存で

す。 

②売上及び損益の状況 

 売上高は、10,354百万円(前年同期比18.5%減)となりました。また、輸出売上高も2,917百万円(前年同期比11.3%

減)となりました。売上機種については、機能性装飾用フイルム、液晶用光学フイルム、粘着フイルムの塗工設備

が主なものです。また、売上構成比率でみると機能性紙・フイルム関連塗工機器が52.4%（前年比率28.6%）へと大

きく増加しましたが、薄型表示部品関連機器は13.4%（前年比率59.5%）へと大きく減少しました。また、二次電池

用関連機器は9.5%（前年比率3.1%）へと伸長してきました。 

 売上総利益率は、16.8%(前年同期比0.4ポイント減)となり、前期の通期売上総利益率17.4%を下回る水準となっ

てきました。 

 販売費及び一般管理費は、580百万円(前年同期比2.3%増)となりました。これは主に支払手数料が大きく増加し

たことによるものです。 

 営業利益は、1,158百万円(前年同期比28.2%減)となり、経常利益は、1,174百万円(前年同期比27.7%減)となりま

した。 

 特別利益は、関西繊維機械厚生年金基金の解散に伴う清算金を、厚生年金基金特別掛金返戻額として36百万円受

領したものです。 

 特別損失は、主に投資有価証券の時価が簿価に対して50%以上下落した銘柄の評価損112百万円を計上しておりま

す。 

 その結果、四半期純利益は、695百万円(前年同期比25.1%減)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。 

③受注の状況 

 受注高は、7,810百万円(前年同期比14.8%減)、受注残高は、8,552百万円(前年同期比10.8%減)となりました。ま

た、輸出受注高は、1,993百万円(前年同期比12.6%増)、輸出受注残高は、2,176百万円(前年同期比1.9%減)となり

ました。  

 設備機械の受注環境としては昨年10月以降大変厳しい状況となり、急激な円高の影響と消費マインドの冷え込み

が企業の設備投資意欲をさらに収縮させ、受注に大きく影響してくると考えられます。 

 前期までの当社における受注機種の大きな割合を占めていた薄型表示部品関係から、機能性装飾用フイルム関

係、粘着材関係および二次電池関係に現段階では大きくシフトしています。また営業利益については、経済規模の

収縮による客先の生産調整も必要となり、設備投資に対する価格低下圧力も強まることにより、減少することが懸

念されます。  

  

④通期の見通し 

 当社は一品一様の受注生産形態をとっており、また装置として納期が６ヶ月以上を要する機器が大半となってい

ます。その結果、今期の業績予想に見込まれる受注は、受注先都合による納期の延期やキャンセルなど予想外のこ

とが起こることがない限り、期初の業績予想を達成できると考えております。 
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①資産・負債及び純資産の状況 

  総資産は、18,049百万円(前期末比12.4％増)となりました。これは主に第４四半期会計期間に納期が集中するた

め、たな卸資産が1,183百万円増加、仕入債務が1,394百万円増加したことによるものです。また、株式市況の低迷

により投資有価証券が250百万円減少しております。 

  純資産は、7,485百万円(前期末比4.5％増)となりました。自己資本比率は、41.5％(前期末比3.1ポイント減)と

なりました。 

②キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の期末残高は、前期末より1,541百

万円増加し、3,152百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は、1,632百万円となりました。これは主に税引前四半期純利益と仕入債務の増

加によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は、70百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は、20百万円となりました。これは主に社債の償還、配当金の支払いによるもの

です。      

  

  業績予想については、平成20年５月15日発表の平成20年３月期決算短信における平成21年３月期業績予想値と 

  同一で、現在のところ変更はありません。   

  

  

①定率法を採用している固定資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によ

 っております。 

②たな卸資産については、当第３四半期会計期間末のたな卸高の算出に関し実地たな卸を省略し、前事業年度末

 の実地たな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。 

 ③税金費用については、当第３四半期会計期間を含む事業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います。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。 

   

２．財政状態に関する定性的情報 

３．業績予想に関する定性的情報 

４．その他 

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

（２）四半期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当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規 

 則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

    ②通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として個別法による原価法によっておりました 

     が、第１四半期会計期間より「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、主として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。 

  これにより、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益はそれぞれ45百万円減少しております。 
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,252,638 1,711,442

受取手形及び売掛金 6,976,292 7,539,353

半製品 11,722 2,223

原材料 34,023 55,600

仕掛品 2,435,098 1,239,325

その他 305,214 221,512

流動資産合計 13,014,989 10,769,457

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,078,782 1,103,860

機械及び装置（純額） 385,466 427,494

土地 1,836,929 1,836,929

その他（純額） 193,063 201,705

有形固定資産合計 3,494,241 3,569,989

無形固定資産 67,499 55,668

投資その他の資産   

投資有価証券 971,247 1,221,505

その他 509,846 456,713

貸倒引当金 △8,500 △18,500

投資その他の資産合計 1,472,594 1,659,719

固定資産合計 5,034,335 5,285,377

資産合計 18,049,324 16,054,834

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,683,291 4,288,567

1年内償還予定の社債 － 220,000

短期借入金 1,379,598 824,256

未払法人税等 109,719 129,453

前受金 1,710,862 1,437,630

引当金 82,742 160,339

その他 227,809 301,225

流動負債合計 9,194,023 7,361,471

固定負債   

長期借入金 197,606 284,528

退職給付引当金 495,687 534,662

その他 676,350 712,914

固定負債合計 1,369,643 1,532,105

負債合計 10,563,666 8,893,576
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,003,125 1,003,125

資本剰余金 515,858 515,858

利益剰余金 5,076,139 4,574,824

自己株式 △107,065 △14,888

株主資本合計 6,488,057 6,078,919

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 52,997 137,735

土地再評価差額金 944,602 944,602

評価・換算差額等合計 997,600 1,082,338

純資産合計 7,485,657 7,161,257

負債純資産合計 18,049,324 16,054,834
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

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

売上高 10,354,742

売上原価 8,615,005

売上総利益 1,739,736

販売費及び一般管理費 580,948

営業利益 1,158,788

営業外収益  

受取利息 5,431

受取配当金 23,035

その他 6,957

営業外収益合計 35,425

営業外費用  

支払利息 14,981

その他 5,053

営業外費用合計 20,034

経常利益 1,174,178

特別利益  

投資有価証券売却益 615

貸倒引当金戻入額 690

厚生年金基金特別掛金返戻額 36,130

特別利益合計 37,435

特別損失  

固定資産除却損 643

投資有価証券評価損 112,573

特別損失合計 113,216

税引前四半期純利益 1,098,397

法人税等 402,652

四半期純利益 695,745
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(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  

税引前四半期純利益 1,098,397

減価償却費 138,154

受取利息及び受取配当金 △28,467

支払利息 14,981

投資有価証券売却損益（△は益） △615

固定資産除却損 643

投資有価証券評価損益（△は益） 112,573

売上債権の増減額（△は増加） 563,060

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,183,695

仕入債務の増減額（△は減少） 1,383,075

前受金の増減額（△は減少） 273,232

その他 △329,842

小計 2,041,498

利息及び配当金の受取額 28,467

利息の支払額 △14,981

法人税等の支払額 △422,386

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,632,597

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △63,050

投資有価証券の取得による支出 △5,127

投資有価証券の売却による収入 771

その他 △3,512

投資活動によるキャッシュ・フロー △70,918

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） 600,000

長期借入れによる収入 150,000

長期借入金の返済による支出 △281,580

社債の償還による支出 △220,000

自己株式の取得による支出 △92,177

配当金の支払額 △177,174

財務活動によるキャッシュ・フロー △20,932

現金及び現金同等物に係る換算差額 449

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,541,195

現金及び現金同等物の期首残高 1,611,442

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,152,638
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 当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。 

  

 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）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 当社は、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく自己株式の取得

について実施いたしました。 

 なお、平成20年11月10日開催の取締役会決議に基づく自己株式の取得は全て終了いたしました。 

  

 この結果、当第3四半期会計期間において自己株式が91百万円増加し、当第3四半期会計期間末において自己株

式が107百万円となっております。 
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（６）事業部門別売上高、受注高、受注残高 

（単位：千円、％）

 （注）１.第１四半期会計期間より、事業部門の分類を「紙・フイルム加工機」、「化工機」、「その他」から「塗工

      機械」、「化工機械」、「その他」に変更しております。なお、前事業年度、前第３四半期については新し 

      い分類に読み替えて記載しています。 

  

事業部門別 

前第３四半期 当第３四半期 （参 考） 

自平成19年 4月 1日 自平成20年 4月 1日 自平成19年4月１日 

至平成19年12月31日 至平成20年12月31日 至平成20年3月31日 

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 

売 

上 

高 

              

塗工機械   12,437,148 97.9   8,133,956 78.5   15,720,028 97.0 

化工機械   117,379 0.9   2,056,030 19.9   287,179 1.8 

その他   147,315 1.2   164,756 1.6   196,989 1.2 

計   12,701,842 100.0   10,354,742 100.0   16,204,196 100.0 

内輸出高   3,290,207 25.9   2,917,858 28.2   3,695,617 22.8 

受 

注 

高 

塗工機械   7,229,711 78.9   7,553,228 96.7   11,758,311 82.9 

化工機械   1,786,584 19.5   95,000 1.2   2,223,834 15.7 

その他   149,114 1.6   161,910  2.1   197,695 1.4 

計   9,165,410 100.0   7,810,138 100.0   14,179,840 100.0 

内輸出高   1,770,000 19.3   1,993,168 25.5   3,058,140 21.6 

受 

注 

残 

高 

塗工機械   7,850,600 81.9   8,515,592 99.6   9,096,320 82.0 

化工機械   1,714,000 17.9   20,420 0.2   1,981,450 17.9 

その他   19,945 0.2   16,007 0.2   18,852 0.1 

計   9,584,545 100.0   8,552,019 100.0   11,096,622 100.0 

内輸出高   2,217,980 23.1   2,176,020  25.4   3,100,710 27.9 
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「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期損益計算書 

  

  
前四半期会計期間

（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    12,701,842 100.0 

Ⅱ 売上原価    10,519,213 82.8 

売上総利益    2,182,629 17.2 

Ⅲ 販売費及び一般管理費    567,831 4.5 

営業利益    1,614,797 12.7 

Ⅳ 営業外収益    36,085 0.3 

Ⅴ 営業外費用    27,485 0.2 

経常利益    1,623,398 12.8 

Ⅵ 特別利益    2,622 0.0 

Ⅶ 特別損失    9,338 0.1 

税引前四半期純利益    1,616,682 12.7 

税金費用    687,743 5.4 

四半期純利益    928,939 7.3 
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（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 

  
前四半期会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益  1,616,682

 減価償却費  122,248

 固定資産売却損  66

 固定資産除却損  9,121

  投資有価証券評価損  149

 受取利息及び受取配当金  △21,888

 支払利息  15,436

 為替差損益（差益：△）  653

 役員退職慰労引当金戻入益  △2,622

 売上債権の増減額（増加：△）  △2,086,869

 たな卸資産の増減額（増加：△）  1,149,607

 その他資産の増減額（増加：△）  △43,918

 仕入債務の増減額（減少：△）  △607,283

 前受金の増減額（減少：△）  △815,645

 賞与引当金の増減額（減少：△）  △73,963

 役員賞与引当金の増減額（減少：△）  △35,094

 退職給付引当金の増減額（減少：△）  △13,479

 役員退職慰労引当金の増減額（減少：△）  △57,040

 その他負債の増減額（減少：△）  △146,702

 その他  △1,007

小計  △991,548

 利息及び配当金の受取額  21,888

 利息の支払額  △15,436

 法人税等の支払額  △1,599,814

営業活動によるキャッシュ・フロー  △2,584,910
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前四半期会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日） 

区分 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有形固定資産の取得による支出  △834,494

 有形固定資産の売却による収入  7

 投資有価証券取得による支出  △134,008

 その他  292,608

投資活動によるキャッシュ・フロー  △675,886

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

  短期借入金の増減  1,050,000

 長期借入金の返済による支出  △217,730

 自己株式の取得による支出  △2,703

 配当金の支払額  △185,859

財務活動によるキャッシュ・フロー  643,707

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △653

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  △2,617,743

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  4,062,665

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高  1,444,922
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