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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30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 ％

22年3月期第1四半期 2,575 △30.2 25 △92.3 74 △78.5 52 △76.4

21年3月期第1四半期 3,688 ― 328 ― 346 ― 221 ―

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

22年3月期第1四半期 5.30 ―

21年3月期第1四半期 22.47 ―

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

22年3月期第1四半期 15,573 9,240 59.3 938.07
21年3月期 17,433 9,358 53.7 950.16

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  9,239百万円 21年3月期  9,358百万円

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

21年3月期 ― 0.00 ― 20.00 20.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 10.00 10.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

4,040 △61.6 △410 ― △305 ― △315 ― △31.98

通期 10,000 △53.1 △1,010 ― △890 ― △900 ― △91.37
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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） 

(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、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。業績予想の前提となる条件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．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 9,850,000株 21年3月期  9,850,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  76株 21年3月期  76株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 9,849,924株 21年3月期第1四半期 9,849,947株
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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

　当第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）におけるわが国経済は、一部には持　

ち直しの動きが見られるものの、設備投資が大幅に減少する等厳しい状況が続きました。

　当社グループの主要顧客である自動車業界におきましては、環境対応車等一部の車種の生産・販売は堅調ではあり

ましたが、全体としては厳しい状況が続きました。

　このような状況の中、当第１四半期連結会計期間の受注高につきましては、プレス機械は自動車業界各社の厳しい

状況の影響により、6百万円（前年同四半期比99.7％減）とかつてない厳しい結果となりました。ＦＡシステム製品

も同様に205百万円（前年同四半期比86.2％減）となりました。アフターサービス工事も大型工事の減少により519百

万円（前年同四半期比66.6％減）に止まりました。全体では731百万円（前年同四半期比86.5％減）となりました。

受注残高は前連結会計年度末に比べ1,844百万円減少し6,364百万円となりました。

　売上高につきましても、プレス機械は1,201百万円（前年同四半期比26.1％減）、ＦＡシステム製品は776百万円

（前年同四半期比31.7％減）、アフターサービス工事は598百万円（前年同四半期比35.4％減）と厳しい結果となり、

全体でも2,575百万円（前年同四半期比30.2％減）となりました。

　この結果、損益面につきましては、営業利益は25百万円（前年同四半期比92.3％減）、経常利益は74百万円（前年

同四半期比78.5％減）、四半期純利益は52百万円（前年同四半期比76.4％減）となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

（１）資産、負債及び純資産の状況

　当第１四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、前連結会計年度末に比べ2,178百万円減少し、11,012

百万円となりました。これは、主に現金及び預金が減少したことによるものであります。

　固定資産の残高は、前連結会計年度末に比べ318百万円増加し、4,561百万円となりました。これは、主にのれ

ん及び投資有価証券が増加したことによるものであります。

　負債の残高は、前連結会計年度末に比べ1,741百万円減少し、6,333百万円となりました。これは、主に支払手

形及び買掛金、未払金及び未払費用が減少したことによるものであります。

　純資産の残高は、前連結会計年度末に比べ118百万円減少し、9,240百万円となりました。これは、主に利益剰

余金が減少したことによるものであります。

（２）キャッシュ・フローの状況　

　当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、売上債権の減少等はあっ

たものの、未払金の減少、仕入債務の減少及び子会社株式の取得による支出等の要因により、前連結会計年度末

に比べ1,878百万円減少し、当第１四半期連結会計期間末には3,284百万円となりました。

　当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期連結会計期間において営業活動の結果使用した資金は、1,378百万円（前年同四半期は3,215百万

円の獲得）となりました。これは、主に未払金及び仕入債務の減少があったことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期連結会計期間において投資活動の結果使用した資金は、335百万円（前年同四半期比75％減）とな

りました。これは、主に定期預金の払戻による収入はあったものの、子会社株式の取得による支出があったこと

によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期連結会計期間において財務活動の結果使用した資金は、171百万円（前年同四半期比52％減）とな

りました。これは、主に配当金の支払額があったことによるものであります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　平成22年３月期第２四半期連結累計会計期間の業績予想につきましては、平成21年５月８日に公表いたしました業

績予想を修正しております。詳細につきましては、本日開示いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご

参照ください。

　なお、平成22年３月期通期の業績予想につきましては、厳しい受注環境の中、操業度の回収ロスが増加すること等

が想定されるため、売上高、経常損益、当期純損益については、業績予想は据え置いております。なお、営業損益の

悪化は雇用調整助成金を営業外損益に計上することとしたためです。
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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）

　該当事項はありません。

（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簡便な会計処理

・棚卸資産の評価方法

　当第１四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し前連結会計年度末に係る実

地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。

・固定資産の減価償却費の算定方法

　固定資産の年度中の取得、売却及び除却等の見積りを考慮した予算を策定しているため、当該予算に基づく

年間償却予定額を期間按分して算定しております。

・法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

　繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生

状況に著しい変化がないため、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測やタックス・プランニン

グを利用しております。

・製品保証引当金の算定方法

　保証工事の実績率が前連結会計年度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、前連結会計年

度決算において算定した保証工事の実績率に基づき、算定しております。

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

・税金費用の計算

　税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計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おります。

ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効

税率を使用する方法によっております。

　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。

（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

　該当事項はありません。
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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１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,541,321 5,483,001

受取手形及び売掛金 5,906,402 6,103,976

商品及び製品 50,605 －

仕掛品 816,736 905,923

原材料及び貯蔵品 202,007 228,522

繰延税金資産 350,767 350,654

その他 149,536 122,855

貸倒引当金 △4,958 △4,176

流動資産合計 11,012,420 13,190,759

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,253,034 1,264,522

機械装置及び運搬具（純額） 969,227 1,024,596

土地 854,677 854,677

その他（純額） 168,462 153,242

有形固定資産合計 3,245,402 3,297,039

無形固定資産   

のれん 194,207 15,390

その他 72,083 68,623

無形固定資産合計 266,290 84,014

投資その他の資産   

投資有価証券 288,122 141,031

繰延税金資産 597,820 597,820

その他 166,206 125,342

貸倒引当金 △2,788 △2,788

投資その他の資産合計 1,049,359 861,405

固定資産合計 4,561,052 4,242,459

資産合計 15,573,473 17,433,218
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 729,636 1,058,983

短期借入金 150,000 －

未払金 2,775,453 3,644,482

未払費用 506,535 712,438

未払法人税等 30,723 66,361

前受金 225,206 426,700

賞与引当金 48,010 124,000

製品保証引当金 384,426 382,000

受注損失引当金 108,822 155,012

その他 92,969 92,717

流動負債合計 5,051,782 6,662,694

固定負債   

退職給付引当金 1,235,442 1,311,696

役員退職慰労引当金 1,537 －

その他 44,327 99,830

固定負債合計 1,281,306 1,411,526

負債合計 6,333,089 8,074,221

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,055,000 1,055,000

資本剰余金 747,400 747,400

利益剰余金 7,496,342 7,641,092

自己株式 △50 △50

株主資本合計 9,298,691 9,443,441

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 19,637 2,911

繰延ヘッジ損益 △376 △742

為替換算調整勘定 △78,069 △86,613

評価・換算差額等合計 △58,808 △84,444

新株予約権 500 －

純資産合計 9,240,383 9,358,997

負債純資産合計 15,573,473 17,433,218
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 3,688,731 2,575,945

売上原価 2,993,584 2,238,653

売上総利益 695,146 337,291

販売費及び一般管理費 366,980 311,875

営業利益 328,166 25,415

営業外収益   

受取利息 3,341 3,257

受取配当金 3,452 2,371

その他 19,964 50,252

営業外収益合計 26,759 55,880

営業外費用   

支払利息 － 228

その他 8,577 6,660

営業外費用合計 8,577 6,888

経常利益 346,348 74,407

税金等調整前四半期純利益 346,348 74,407

法人税等 125,011 22,158

四半期純利益 221,337 52,248
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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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30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 346,348 74,407

減価償却費 116,076 110,585

のれん償却額 1,539 7,758

賞与引当金の増減額（△は減少） △170,940 △75,990

製品保証引当金の増減額（△は減少） △48,000 △9,000

受注損失引当金の増減額（△は減少） 24,075 △46,190

退職給付引当金の増減額（△は減少） △32,301 △76,253

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） － 1,537

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,200 582

受取利息及び受取配当金 △6,794 △5,628

支払利息 － 228

固定資産除却損 3,206 21

売上債権の増減額（△は増加） 4,227,176 333,731

たな卸資産の増減額（△は増加） △857,905 142,264

その他の流動資産の増減額（△は増加） △105,641 154,579

仕入債務の増減額（△は減少） △127,399 △465,162

未払費用の増減額（△は減少） 169,705 △209,094

未払金の増減額（△は減少） 55,783 △967,936

前受金の増減額（△は減少） 342,562 △205,623

その他の流動負債の増減額（△は減少） 2,380 13,798

その他 △200,726 △99,955

小計 3,735,943 △1,321,341

利息及び配当金の受取額 6,794 4,867

利息の支払額 － △228

法人税等の支払額 △527,418 △61,377

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,215,318 △1,378,079

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 △1,320,000 △2,834

定期預金の払戻による収入 － 120,000

投資有価証券の取得による支出 △1,588 △1,709

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △434,309

有形固定資産の取得による支出 △37,960 △17,993

無形固定資産の取得による支出 △4,956 △270

その他 △1,408 1,997

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,365,914 △335,119
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

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） △200,000 －

自己株式の取得による支出 △50 －

配当金の支払額 △156,848 △170,974

その他 － △239

財務活動によるキャッシュ・フロー △356,899 △171,213

現金及び現金同等物に係る換算差額 △17,258 5,971

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,475,247 △1,878,440

現金及び現金同等物の期首残高 2,075,117 5,163,001

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,550,364 3,284,560
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（４）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自

　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日）

　当社グループ（当社及び連結子会社）は、プレス機械及びその周辺設備の製造・販売・アフターサービス工事

を主な事業としており、当該事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。

〔所在地別セグメント情報〕

前第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自

　平成21年４月１日　至　平成21年６月30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。

〔海外売上高〕

　前第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

 アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 1,814,498 493,280 2,307,778

Ⅱ　連結売上高（千円） － － 3,688,731

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 49.2 13.4 62.6

　当第１四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日）

 ヨーロッパ アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 331,132 747,012 121,422 1,199,566

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － 2,575,945

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 12.9 29.0 4.7 46.6

（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）ヨーロッパ……イギリス、ハンガリー他

(2）アジア……タイ、中国、インド他

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）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。
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