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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） 

（注）当第３四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。  

(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 10,762 11.1 247 64.2 226 110.3 △202 ―
20年3月期第3四半期 9,689 △5.6 150 △65.9 107 △73.2 85 △58.7

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 △12,250.20 ―
20年3月期第3四半期 5,249.79 5,208.09

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 14,682 4,028 27.0 236,783.95
20年3月期 14,752 4,185 27.9 249,175.79

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  3,959百万円 20年3月期  4,112百万円

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  

（注）平成２１年３月期の期末配当については、先行きの業績見直し等を踏まえて判断することとしているため未定です。  

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 ― 2,500.00 ― 2,500.00 5,000.00
21年3月期 ― 2,500.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― ― ―

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 12,300 △11.9 20 △95.9 10 △97.7 △320 ― △19,312.01

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、４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、４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２１年２月５日付「平成２１年３月期業績予想及び期末配当予想の修正並びに役員の報酬等の減額に関するお知らせ」において、業績予想の修正を行っておりま
す。 
２．業績予想につきましては、本資料の発表日現在において得られた情報に基づいて算定しておりますが、多分に不確定な要素が含んでいるため、実際の業績等は、今
後様々な要因によって上記予想と異なる場合があります。 
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。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

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  16,733株 20年3月期  16,514株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  9株 20年3月期  9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  16,570株 20年3月期第3四半期  16,361株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した金融危
機による世界経済の減速とともに、世界同時株安、円高の進行により、景気後退が加速する深刻な状況と
なっております。 
このような状況のもと、当社グループにおける射出成形機部門につきましては、前年と比較して、国内の
電子精密部品業界を中心に受注が低迷し、海外向けにおいては、アジア地区、特に韓国のウォン安による
受注の落ち込み等により販売が低調に推移いたしました。特機部門につきましては、液晶製造関連業界の
検査装置向け等精密ステージの売上が増加し、受注も増加いたしました。 
その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、10,762百万円、営業利益は247百万円、経常利益は226
百万円となりましたが、第３四半期連結会計期間より落ち込み始めている連結業績について、平成21年３
月期についても大幅な落ち込みが見込まれることから、繰延税金資産220百万円に対する評価性引当額を
計上し、同額を法人税等調整額に計上した結果、四半期純損失は202百万円となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間末の総資産は14,682百万円となり、前連結会計年度末に比べ69百万円減少い
たしました。 
その主な内容は現金及び預金の増加934百万円、受取手形及び売掛金の減少754百万円、たな卸資産の増加
476百万円によるものです。 
 また、負債の部は10,654百万円となり、前連結会計年度末に比べ87百万円増加しております。その主な
内容は支払手形及び買掛金の減少872百万円、短期借入金の増加1,158百万円、製品保証引当金の増加75百
万円及び、長期借入金の減少79百万円によるものです。 
 純資産の部は、4,028百万円となり、前連結会計年度末に比べ157百万円減少となりました。 
その主な内容は、資本金の増加21百万円、資本剰余金の増加21百万円、利益剰余金の減少185百万による
ものです。 
  

  

平成21年３月期の業績予想につきましては、平成20年11月12日に公表いたしました業績予想の修正を修
正しております。詳しくは、平成21年2月5日公表致しました「平成21年３月期業績予想及び期末配当予想
の修正並びに役員の報酬等の減額に関するお知らせ」をご参照ください。 
 なお、上記の予想は、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したものであり、実際
は今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

  

・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

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。 

当第3四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が第2四半期連結会計期間末に算定したものと著しい変
化がないと認められるため、第2四半期連結会計期間末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定
しております。 

当第3四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第2四半期連結会計期
間末の実地棚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。 

定率法を採用している資産については、連結会計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。 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定す
る方法によっております。 

①四半期財務諸表に関する会計基準 

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重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

棚卸資産   
 通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、評価基準として原価法によっておりました
が、第１四半期連結会計期間より「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、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）に変更しております。  
 なお、これによる第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に
与える影響はありません。  

③売上計上基準の変更 

第１四半期連結会計期間より当社グループの製造する機械本体の国内向け売上計上基準を出荷基準
から検収基準に変更しております。  
 この変更は、機械本体の複雑化、高度化が進み、出荷から検収までの期間が長期化する傾向にある
こと、これに伴い出荷から検収までの社内管理体制の強化により、検収日の把握が可能になったこと
から収益の実態をより適切に反映させるために行うものであり、また、親会社である㈱ソディックの
機械本体の売上計上基準に統一する観点から行うものであります。  
 この変更に伴い、従来の方法に比べて、第３四半期連結累計期間の売上高は80,100千円、売上原価
は63,091千円それぞれ減少し、売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は
17,008千円それぞれ減少しております。  
 なお、セグメント情報に与える影響については、当該箇所に記載しております。  
  

④製品補修に係る費用計上区分の変更 

第１四半期連結会計期間より当社グループが販売した機械本体の無償補修等に係る費用の計上区分
を「販売費及び一般管理費」から「売上原価」に変更しております。  
 この変更は、近年、製品補修に係る費用の重要性が増加していることを受けて、その内容を再検討
した結果、売上高と個別に対応させる性質を有すると判断し、より適切に損益区分を表示するために
行うものであります。  
 この変更に伴い、従来の方法に比べて、第３四半期連結累計期間の売上総利益は281,253千円減少
しております。  
 なお、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。  
  

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

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

②棚卸資産の評価方法

③固定資産の減価償却費の算定方法

④法人税並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

(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重要な引当金の計上基準の変更 

製品保証引当金  
 当社グループが販売した機械本体の無償補修費用は、従来支出時の費用として処理しておりました
が、第１四半期連結会計期間より過去の売上高に対する支出割合に基づき製品保証引当金を計上する
方法に変更しております。  
 この変更は、近年、製品保証に伴う費用の重要性が増加していること及び将来の無償補修費用を合
理的に見積ることが可能となったことから、期間損益計算のより一層の適正化と財務体質の強化を目
的に行うものであります。  
 この変更により、第３四半期連結累計期間の繰入額75,000千円は売上原価に、過年度分相当額
81,901千円は特別損失に計上しております。この結果、従来の方法に比べ、第３四半期連結累計期間
の営業利益及び経常利益は6,901千円それぞれ増加し、税金等調整前四半期純利益は75,000千円減少
しております。  
 なお、セグメント情報に与える影響は、軽微であるため記載しておりません。  
  

⑥「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」の適用  

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 平成18年5月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っておりま
す。  
 これによる第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える
影響はありません。  
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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 2,235,595 1,300,904 

受取手形及び売掛金 4,842,710 5,596,979 

製品 798,687 508,856 

仕掛品 1,049,423 1,173,377 

原材料 1,501,582 1,190,644 

未収還付法人税等 33,565 － 

その他 132,643 423,663 

貸倒引当金 △15,001 △1,177 

流動資産合計 10,579,205 10,193,247 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,694,473 1,804,024 

機械装置及び運搬具（純額） 861,233 1,178,825 

土地 1,161,532 1,161,574 

その他（純額） 197,524 56,261 

有形固定資産合計 3,914,764 4,200,685 

無形固定資産 12,314 9,840 

投資その他の資産   

その他 217,090 390,316 

貸倒引当金 △40,427 △41,162 

投資その他の資産合計 176,663 349,154 

固定資産合計 4,103,742 4,559,680 

資産合計 14,682,947 14,752,928 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,774,735 5,646,993 

短期借入金 3,135,654 1,976,753 

未払法人税等 17,122 66,218 

賞与引当金 44,790 － 

製品保証引当金 75,000 － 

その他 454,515 672,074 

流動負債合計 8,501,819 8,362,039 

固定負債   

長期借入金 1,777,564 1,856,786 

退職給付引当金 130,591 115,947 

債務保証損失引当金 4,738 － 

その他 240,103 232,910 

固定負債合計 2,152,998 2,205,644 

負債合計 10,654,817 10,567,683 
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（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 2,214,476 2,192,570 

資本剰余金 639,456 617,550 

利益剰余金 1,117,114 1,302,631 

自己株式 △2,062 △2,611 

株主資本合計 3,968,985 4,110,140 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △4,118 △752 

為替換算調整勘定 △5,128 3,009 

評価・換算差額等合計 △9,247 2,257 

新株予約権 38,523 29,208 

少数株主持分 29,869 43,638 

純資産合計 4,028,130 4,185,244 

負債純資産合計 14,682,947 14,752,928 
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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 10,762,489

売上原価 8,947,861

売上総利益 1,814,628

販売費及び一般管理費 1,567,246

営業利益 247,381

営業外収益  

受取利息及び配当金 302

固定資産賃貸料 23,280

補助金収入 35,300

その他 15,094

営業外収益合計 73,977

営業外費用  

支払利息 60,812

持分法による投資損失 3,736

固定資産賃貸費用 16,634

その他 14,103

営業外費用合計 95,287

経常利益 226,072

特別利益  

前期損益修正益 37,000

固定資産売却益 238

債務保証損失引当金戻入額 5,498

特別利益合計 42,736

特別損失  

前期損益修正損 85,151

固定資産除却損 10,337

製品保証引当金繰入額 81,901

会員権評価損 19,800

その他 3,150

特別損失合計 200,341

税金等調整前四半期純利益 68,467

法人税、住民税及び事業税 59,438

法人税等調整額 221,947

法人税等合計 281,385

少数株主損失（△） △9,938

四半期純損失（△） △202,979
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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 68,467

減価償却費 342,745

貸倒引当金の増減額（△は減少） 13,550

受取利息及び受取配当金 △302

支払利息 60,812

有形固定資産売却損益（△は益） △238

有形固定資産除却損 10,337

会員権評価損 19,800

売上債権の増減額（△は増加） 824,982

たな卸資産の増減額（△は増加） △411,979

仕入債務の増減額（△は減少） △821,496

持分法による投資損益（△は益） 3,736

前受金の増減額（△は減少） △49,486

その他 131,449

小計 192,379

利息及び配当金の受取額 302

利息の支払額 △62,971

法人税等の支払額 △159,875

営業活動によるキャッシュ・フロー △30,164

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入 30,000

投資有価証券の取得による支出 △1,961

投資有価証券の売却による収入 20,000

短期貸付けによる支出 △12,000

有形固定資産の取得による支出 △256,311

有形固定資産の売却による収入 3,780

無形固定資産の取得による支出 △4,985

その他 △18,325

投資活動によるキャッシュ・フロー △239,802

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 621,168

長期借入れによる収入 1,200,000

長期借入金の返済による支出 △721,585

セール・アンド・リースバック取引による収入 270,094

長期未払金の返済による支出 △105,660

株式の発行による収入 0

配当金の支払額 △83,288

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,180,728

現金及び現金同等物に係る換算差額 △9,501

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 901,259

現金及び現金同等物の期首残高 1,270,904

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 63,430

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,235,595
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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。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記
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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)射出成形機関連事業 … 射出成形機等 
(2)特機関連事業    … 精密ステージ等 

3. 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（519,651千円）の主なも
のは、親会社本社の総務部門等管理部門に係る費用であります。 

     4. 会計処理の方法の変更 

       （売上計上基準の変更） 

   「4.その他」（3）③に記載のとおり、第１四半期連結会計期間より当社グループの製造す
る機械本体の国内向け売上計上基準を出荷基準から検収基準に変更しております。この変更
に伴い従来の方法によった場合に比べ、射出成形機関連事業の売上高が18,300千円、営業利
益が4,558千円、それぞれ減少し、特機関連事業の売上高が61,800千円、営業利益が12,450千
円、それぞれ減少しております。 
  

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） 

全セグメントの売上高の合計額に占める日本の割合が90%を超えるため、所在地別セグメント
情報の記載を省略しております。 

  

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. 国または地域は、地理的近接により区分しております。 

2. 本邦以外の区分に属する主な国または地域 
(1)北・南米地域 … アメリカ、メキシコ 
(2)アジア地域  … 中国、台湾、香港、韓国、タイ、シンガポール 

3. 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。

  

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

射出成形機 
関連事業 
(千円)

特機関連事業
(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

7,082,833 3,679,656 10,762,489 ― 10,762,489

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ ─ ─ ― ―

計 7,082,833 3,679,656 10,762,489 ― 10,762,489

営業利益 390,720 376,313 767,033 （519,651） 247,381

b. 所在地別セグメント情報

c. 海外売上高

北・南米地域 アジア地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 484,320 3,360,445 3,844,766

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 10,762,489

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

4.5 31.2 35.7

(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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「参考資料」

 
（要約）前第３四半期連結損益計算書

（単位：千円）

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)

 Ⅰ売上高 9,689,740

 Ⅱ売上原価 7,804,845

  売上総利益 1,884,895

 Ⅲ販売費及び一般管理費 1,734,223

  営業利益 150,671

 Ⅳ営業外収益 46,307

 Ⅴ営業外費用 89,467

  経常利益 107,511

 Ⅵ特別利益 147

 Ⅶ特別損失 258

  税金等調整前四半期純利益 107,400

  税金費用 23,363

  少数株主損失（△） △ 1,854

  四半期純利益 85,891
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