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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 6,735 ― △387 ― △415 ― △395 ―

20年3月期第3四半期 6,841 △20.7 △221 ― △250 ― △429 ―

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 △33.05 ―

20年3月期第3四半期 △37.21 ―

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 9,008 3,664 40.6 270.57
20年3月期 11,053 3,959 35.8 342.93

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  3,660百万円 20年3月期  3,953百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 0.00 0.00

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 8,810 △13.9 △750 ― △820 ― △830 ― △67.14

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、２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 
1．平成20年11月14日に公表しました平成21年3月期の業績予想につきましては、本資料において修正しております。その詳細につきましては本日平成21年2月13日公表
の「業績予想の修正に関するお知らせ」を御参照下さい。 
2．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、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績
等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
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 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  13,550,000株 20年3月期  11,550,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  22,008株 20年3月期  20,308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  11,973,681株 20年3月期第3四半期  11,532,602株



当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国の金融危機に端を発した世界規模の景気悪化は日増しに

進行し、ついには実体経済の減速が鮮明になってまいりました。特にプラスチック射出成形機業界は悪化が顕著

で、平成20年11月の受注台数は前年同月比75％減362台、同12月は前年同月比88％減の184台となりました。 

このような経済状況のもとで、当社グループは平成20年３月14日に発表しました中期経営計画の基本方針にもと

づき営業活動を推進しましたが、売上高、収益とも厳しい結果となりました。 

このような状況のもと当第３四半期連結累計期間の売上につきましては、射出成形機は3,944百万円（前年同期比

10.9％増）、プレス機は585百万円（前年同期比29.7％減）となり、金型・周辺機器等その他を含めた売上高は

6,735百万円（前年同期比1.5%減）となりました。このうち国内売上高は3,712百万円（前年同期比0.6%減）、海外

売上高は3,022百万円（前年同期比2.6%減）となり、連結売上高に占める海外売上高は44.9%となりました。 

 利益面につきましては、生産性の向上による原価低減や諸経費削減活動を推進しましたが、海外における価格競

争激化及び原材料高騰により粗利益率が低下し、経常損失は415百万円、四半期純損失は395百万円となりました。 

  

  

当第３四半期における総資産は、9,008百万円となり、前期末に比べ2,045百万円減少しました。 

流動資産は、受取手形及び売掛金、たな卸資産等が減少したことにより、前期末に比べ1,914百万円減少の6,645

百万円となりました。 

  固定資産は、有形固定資産の減価償却等による減少により、前期末に比べ131百万円減少の2,362百万円となりま

した。 

  負債は、支払手形及び買掛金等の減少により前期末に比べ1,750百万円減少の5,343百万円となりました。 

  純資産は、四半期純損失等の計上により前期末に比べ295百万円減少の3,664百万円となりました。 

  

  

通期の見通しにつきましては、第３四半期の結果と今後の見通しを加味して修正しております。 

なお、業績につきましては本日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。  

  

 該当事項はありません。 

   

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 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。 

②棚卸資産の評価方法 

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。 

また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却額を見積り、

簿価切下げを行う方法によっております。 

  

  

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 

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 

（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

る会計基準の運用指針」(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)に変更しております。これにより、

当第３四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ62,965千円増加

 しております。 



③当第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り扱い」

(実務対応報告第18号)を適用しております。なお、これに伴う損益に与える影響はありません。 

  

（追加情報） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より機械装置の耐用年数の変更を

行っております。 

 これにより、第３四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ14,412

千円増加しております。 

  



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 1,115,317 1,356,416

受取手形及び売掛金 2,138,093 3,283,988

製品 243,533 431,953

仕掛品 1,547,608 1,547,728

原材料及び貯蔵品 1,553,773 1,645,306

その他 52,554 327,570

貸倒引当金 △5,289 △33,087

流動資産合計 6,645,591 8,559,876

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,021,240 1,086,421

機械装置及び運搬具（純額） 516,331 542,267

その他（純額） 432,609 445,745

有形固定資産合計 1,970,181 2,074,433

無形固定資産 16,023 20,415

投資その他の資産   

その他 595,606 617,999

貸倒引当金 △219,302 △219,092

投資その他の資産合計 376,304 398,906

固定資産合計 2,362,509 2,493,755

資産合計 9,008,101 11,053,631



（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 1,698,466 3,277,306

短期借入金 1,355,464 1,356,368

1年内返済予定の長期借入金 438,480 138,480

未払法人税等 16,258 22,563

製品保証引当金 39,875 46,884

その他 406,010 451,908

流動負債合計 3,954,553 5,293,511

固定負債   

長期借入金 69,924 462,708

退職給付引当金 1,277,518 1,296,452

役員退職慰労引当金 1,700 1,300

その他 40,249 40,485

固定負債合計 1,389,392 1,800,946

負債合計 5,343,945 7,094,457

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,748,500 2,687,500

資本剰余金 1,370,509 2,054,555

利益剰余金 △303,122 △652,454

自己株式 △6,277 △6,145

株主資本合計 3,809,609 4,083,455

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 △149,365 △129,522

評価・換算差額等合計 △149,365 △129,522

少数株主持分 3,911 5,241

純資産合計 3,664,155 3,959,174

負債純資産合計 9,008,101 11,053,631



（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 6,735,927

売上原価 5,412,749

売上総利益 1,323,178

販売費及び一般管理費 1,710,897

営業損失（△） △387,719

営業外収益  

受取利息 1,045

受取配当金 100

仕入割引 667

物品売却益 1,720

その他 6,867

営業外収益合計 10,400

営業外費用  

支払利息 32,793

手形売却損 4,099

その他 1,711

営業外費用合計 38,604

経常損失（△） △415,922

特別利益  

固定資産売却益 10,048

貸倒引当金戻入額 27,456

特別利益合計 37,504

特別損失  

固定資産除売却損 2,122

特別損失合計 2,122

税金等調整前四半期純損失（△） △380,541

法人税、住民税及び事業税 16,503

法人税等合計 16,503

少数株主損失（△） △1,329

四半期純損失（△） △395,714



（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損失（△） △380,541

減価償却費 183,543

貸倒引当金の増減額（△は減少） △27,588

製品保証引当金の増減額（△は減少） △7,009

退職給付引当金の増減額（△は減少） △18,933

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 400

前払年金費用の増減額（△は増加） 19,368

受取利息及び受取配当金 △1,812

支払利息 32,793

為替差損益（△は益） 169

固定資産除却損 1,182

固定資産売却損益（△は益） △8,963

売上債権の増減額（△は増加） 1,140,045

たな卸資産の増減額（△は増加） 201,068

仕入債務の増減額（△は減少） △1,563,158

その他の流動資産の増減額（△は増加） 276,258

その他の流動負債の増減額（△は減少） △48,038

その他の固定負債の増減額（△は減少） △50

小計 △201,265

利息及び配当金の受取額 1,812

利息の支払額 △32,793

法人税等の支払額 △24,261

営業活動によるキャッシュ・フロー △256,508

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形及び無形固定資産の取得による支出 △22,519

有形及び無形固定資産の売却による収入 16,000

その他の支出 △915

その他の収入 2,654

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,780

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 25,464

短期借入金の返済による支出 △26,368

長期借入金の返済による支出 △92,784

株式の発行による収入 122,000

自己株式の取得による支出 △131

配当金の支払額 △11

財務活動によるキャッシュ・フロー 28,168

現金及び現金同等物に係る換算差額 △7,979

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △241,099

現金及び現金同等物の期首残高 1,356,416

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,115,317



 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。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

  当社グループは、平成18年３月期以降当期純損失を計上し、前連結会計年度には131,571千円の営業損失、 

 788,045千円の当期純損失を計上しております。また、当第３四半期連結累計期間においても、387,719千円の営

 業損失、395,714千円の四半期純損失を計上することとなり、現時点において当連結会計年度には750,000千円の

 営業損失、830,000千円の当期純損失を計上見込みであり、継続的に損失を計上しております。  

  このような状況により、継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在しております。当社グル

 は、この状況を解消するために、安定した受注を確保し早期に黒字化を図ることが、取り組むべき優先課題であ

 ると認識し、特殊／大型射出成形機、プレス機およびサービス事業への選択と集中をより強化するとともに、事

 業規模に見合ったサイズダウンや大幅な経費の削減を実施してまいります。   

  １．営業施策 

   顧客ニーズをとらえた機械・システムの開発とサービスの提案を強化してまいります。  

 ① 特殊／大型射出成形機 

   ・成形品の薄肉、軽量化ニーズへの専用機の開発・販売および成形ノウハウの提案 

   ・導光板、ブルーレイディスク関連顧客への精密専用成形機および成形システムの提案・販売 

   ・異材質およびリサイクル材料を使用可能とする機械、装置の開発・販売 

   ・差別化された大型直圧電動成形機(Mu-Dシリーズ)の販売 

    ② プレス機 

   ・プレス機・ラミネータ機の既存顧客の囲い込みによる販売強化 

   ・太陽電池関連装置等の新用途に適応したラミネータ機の開発 

 ③ サービス 

・既設機の付加価値向上のための提案、改造、点検の強化 

  ２．株式会社日本製鋼所との資本業務提携の推進 

   ① 中・小型電動射出成形機の受託販売 

 ② 営業基盤相互活用による販売強化 

 ③ 資材共同調達によるコストダウン  

 ④ 新機種共同開発    

    ３．その他の施策 

来期以降に想定される受注・売上規模に対しサイズダウンを計画しております。 

   ・役員体制のスリム化および役員報酬のさらなるカット 

   ・有期雇用契約の見直し 

   ・固定費(人件費)の削減   

 上記の施策を推進していくことにより、継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況の解消に向け邁

進してまいります。 

  四半期連結財務諸表は、継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を四半期連結財

務諸表には、反映しておりません。 

      



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） 

 当社グループは、製品の種類、性質、製造方法、販売市場等の類似性から判断して、同種・同系列の製品を専

ら製造販売しているので、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。  

  

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） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、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．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

      (1) アジア………………中国・タイ・韓国 

      (2) 北米…………………アメリカ 

      (3) その他………………ハンガリー他 

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

  

  

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

  アジア 北米 その他  計

Ⅰ 海外売上高（千円）  2,764,997  70,232  187,764  3,022,994

Ⅱ 連結売上高（千円）                    6,735,927

Ⅲ 連結売上高に占める海外

売上高の割合（％） 
 41.0  1.0  2.8  44.9

（６）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、平成20年11月５日付で、株式会社日本製鋼所から第三者割当増資の払込みを受けました。この結果、

当第３四半期連結会計期間において資本金が61,000千円、資本準備金が61,000千円増加し、当第３四半期連結会

計期間末において資本金が2,748,500千円、資本剰余金が1,370,509千円となっております。 

  



「参考資料」  

前四半期に係る財務諸表等 

     （要約）四半期連結損益計算書 

  

  

科目 

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） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  6,841,295

Ⅱ 売上原価  5,320,511

売上総利益  1,520,783

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,742,151

営業損失（△） △221,368

Ⅳ 営業外収益  16,820

Ⅴ 営業外費用  46,230

経常損失（△） △250,778

Ⅵ 特別利益  32,464

Ⅶ 特別損失  187,960

税金等調整前四半期 
純損失（△） 

△406,273

税金費用  25,100

少数株主損失（△）  △2,277

四半期純損失（△） △429,097
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