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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 6,741 ― 490 ― 474 ― 256 ―
20年3月期第3四半期 6,035 △4.5 361 △12.8 345 △12.3 202 △10.5

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 27.67 ―
20年3月期第3四半期 21.67 ―

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 9,248 3,872 41.9 417.29
20年3月期 8,884 3,680 41.4 396.49

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  3,872百万円 20年3月期  3,680百万円

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 ― 3.00 ― 3.00 6.00
21年3月期 ― 3.50 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 3.50 7.00

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 9,500 6.7 700 12.1 670 10.6 370 3.8 39.86

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  

(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) 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  無  

(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) 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．平成20年11月14日に公表いたしました業績予想に変更はございません。 
２．連結業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいていますが、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。業績予想に関する事項
は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご参照ください。 
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  9,350,000株 20年3月期  9,350,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  70,099株 20年3月期  68,099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  9,280,871株 20年3月期第3四半期  9,323,209株
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当第３四半期までの当社グループの業績は、売上高、営業利益、経常利益、当期純利益とも前年同期を上

回る実績となりました。主力の金型部門の受注につきましては、第３四半期に入り、米国のサブプライムロ

ーン問題に端を発した世界同時不況の影響を受け、主要顧客である自動車メーカー各社の新車開発計画の延

期、凍結、中止が相次ぎ、減少いたしましたが、累計は、前年同期比1.9％増加いたしました。産業機器部

門の受注につきましても、第３四半期に入り、国内主要顧客からの引合いが急激に減少しましたが、累計は

前年同期比46.0％増加いたしました。全社の受注高は7,357百万円と前年同期に比べて12.3％増加いたしま

した。 

売上高は金型部門が前年同期に比べ21.1％増加し、5,147百万円となりました。産業機器部門は10.7％減

少し、1,593百万円となりました。この結果、全社の売上高は6,741百万円と前年同期を11.7％上回る実績と

なりました。利益については、金型部門の売上高の増加により営業利益は490百万円（前年同期比35.7％

増）、経常利益は474百万円（前年同期比37.3％増）、純利益は256百万円（前年同期比27.1％増）となりま

した。 

  

当第３四半期の総資産は前連結会計年度末に比べ364百万円増加し、9,248百万円となりました。また純資

産は四半期純利益の増加等により前連結会計年度末に比べ192百万円増加し、3,872百万円となりました。こ

の結果、自己資本比率は41.4％から41.9%となりました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期までの営業活動により得られた資金は785百万円となりました。主な増加の内訳は、税金等

調整前四半期純利益450百万円、減価償却費230百万円、売上債権の減少514百万円等によるものです。主な

減少の内訳は、棚卸資産の増加501百万円と法人税等の支払217百万円等です。   

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動で使用した資金は238百万円となりました。設備投資による支出が主な内訳です。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動により減少した資金は156百万円となりました。主な減少の内訳は、長期借入金が296百万円減少

したことと配当金の支払い59百万円等によるものです。  

 以上の結果、当第３四半期の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ390百万円増加し、

565百万円となりました。  

  

今後の見通しにつきましては、先行きは厳しい状況が続くものと予想しておりますが、平成21年３月期の

通期業績につきましては、第２四半期決算発表時(平成20年11月14日)の予想から変更しておりません。 

  
  

【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

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

  

  

     該当事項はありません。 
  

     該当事項はありません。 

  

a.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)を適用しています。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います。 

b.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）に変更しています。  

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、税金等調整前四半期純利益が15百万円減少していま

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)

(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

（簡便な会計処理）

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理）

(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

㈱積水工機製作所(6487)平成21年３月期　第３四半期決算短信
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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 366,217 175,721

受取手形及び売掛金 2,857,840 3,372,180

原材料 53,634 69,582

仕掛品 1,557,450 1,054,570

繰延税金資産 81,667 91,623

その他 277,265 87,258

流動資産合計 5,194,075 4,850,935

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,016,910 1,070,248

機械装置及び運搬具（純額） 897,025 913,964

土地 1,883,795 1,883,795

その他（純額） 147,454 54,634

有形固定資産合計 3,945,185 3,922,643

無形固定資産 43,068 30,456

投資その他の資産   

繰延税金資産 11,469 19,505

その他 54,471 60,559

投資その他の資産合計 65,941 80,064

固定資産合計 4,054,194 4,033,164

資産合計 9,248,270 8,884,099

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,625,157 2,383,381

短期借入金 1,504,500 1,582,700

未払法人税等 73,462 112,590

賞与引当金 76,544 134,000

設備関係未払金 25,741 120,048

その他 448,323 207,538

流動負債合計 4,753,729 4,540,257

固定負債   

長期借入金 540,000 558,750

退職給付引当金 36,819 61,012

その他 45,335 43,860

固定負債合計 622,154 663,622

負債合計 5,375,884 5,203,880

㈱積水工機製作所(6487)平成21年３月期　第３四半期決算短信

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,613,000 1,613,000

資本剰余金 831,151 831,151

利益剰余金 1,440,541 1,244,027

自己株式 △16,755 △16,265

株主資本合計 3,867,937 3,671,913

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,449 8,305

評価・換算差額等合計 4,449 8,305

純資産合計 3,872,386 3,680,218

負債純資産合計 9,248,270 8,884,099
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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 6,741,727

売上原価 5,692,999

売上総利益 1,048,728

販売費及び一般管理費 558,424

営業利益 490,303

営業外収益  

受取配当金 821

仕入割引 3,186

その他 1,298

営業外収益合計 5,307

営業外費用  

支払利息 19,145

その他 2,456

営業外費用合計 21,601

経常利益 474,009

特別損失  

固定資産除却損 4,206

投資有価証券評価損 3,851

たな卸資産評価損 15,171

特別損失合計 23,228

税金等調整前四半期純利益 450,780

法人税、住民税及び事業税 173,300

法人税等調整額 20,639

法人税等合計 193,939

四半期純利益 256,841
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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 450,780

減価償却費 230,298

受取利息及び受取配当金 △1,112

支払利息 19,145

投資有価証券評価損益（△は益） 3,851

売上債権の増減額（△は増加） 514,339

前受金の増減額（△は減少） 64,725

たな卸資産の増減額（△は増加） △501,928

仕入債務の増減額（△は減少） 241,776

未払消費税等の増減額（△は減少） 55,976

賞与引当金の増減額（△は減少） △57,455

退職給付引当金の増減額（△は減少） △24,193

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △43,860

長期未払金の増減額（△は減少） 45,335

その他 24,403

小計 1,022,082

利息及び配当金の受取額 822

利息の支払額 △19,386

法人税等の支払額 △217,950

営業活動によるキャッシュ・フロー 785,568

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 △214,986

投資有価証券の取得による支出 △1,728

その他 △21,993

投資活動によるキャッシュ・フロー △238,708

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入れによる収入 200,000

長期借入金の返済による支出 △296,950

自己株式の取得による支出 △490

配当金の支払額 △59,337

財務活動によるキャッシュ・フロー △156,777

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 390,083

現金及び現金同等物の期首残高 175,721

現金及び現金同等物の四半期末残高 565,804
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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。 

  

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 事業区分の方法 

  内部管理上採用している区分によっています。 

２ 各事業区分の主要製品 

  金型……プラスチック成形用金型 

  産業機器……押出成形機、発泡成形機及びその周辺機器 

  

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) 

当社は、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店を有していないため、
記載を省略しています。 

  

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) 

海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しています。 

  

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) セグメント情報

（事業の種類別セグメント情報）

金型 
(千円)

産業機器
(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

5,147,752 1,593,974 6,741,727  ―  6,741,727

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― (  ― ) ―

計 5,147,752 1,593,974 6,741,727 (  ― ) 6,741,727

  営業利益 336,582 153,721 490,303 (  ― ) 490,303

（所在地別セグメント情報）

（海外売上高）

(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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前四半期に係る財務諸表 

  

(1)(要約)前中間連結損益計算書 

  

 
  

(2)(要約)前中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  

 
  

  

「参考」

 (自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日)

前年同四半期
(平成20年３

月期 
第３四半期)

区分 金額(百万円)

Ⅰ 売上高 6,035

Ⅱ 売上原価 5,165

   売上総利益 870

Ⅲ 販売費及び一般管理費 508

   営業利益 361

Ⅳ 営業外収益 4

Ⅴ 営業外費用 20

   経常利益 345

Ⅵ 特別利益 5

Ⅶ 特別損失 ―

   税金等調整前四半期純利益 350

   法人税等 148

   四半期純利益 202

 (自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日)

前年同四半期
(平成20年３

月期 
第３四半期)

区分 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 44

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー △68

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 337

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 314

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 263

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高 577
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(3)セグメント情報 

(自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日) 

  

 
  

(4)受注高、受注残高 

（事業の種類別セグメント情報）

金型 
(百万円)

産業機器
(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

  売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

4,250 1,784 6,035  ― 6,035

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― (  ― ) ―

計 4,250 1,784 6,035 (  ― ) 6,035

  営業利益 145 215 361 (  ― ) 361

前第３四半期 当第３四半期 前連結会計年度

(平成20年3月期第３四半期) (平成21年3月期第３四半期) (平成20年3月期)

部門別
受注高
(百万円)

受注残高
(百万円)

受注高
(百万円)

受注残高
(百万円)

受注残高 
(百万円)

金型部門 5,007 2,468 5,104 1,949 1,992

産業機器部門 1,542 774 2,252 1,746 1,087

合計 6,549 3,243 7,357 3,695 3,080
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