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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 1,045 △47.1 △149 ― △144 ― △90 ―
21年3月期第1四半期 1,976 ― 35 ― 31 ― 6 ―

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 △9.78 ―
21年3月期第1四半期 0.66 ―

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 8,568 3,863 45.1 416.40
21年3月期 9,004 3,983 44.2 429.29

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  3,863百万円 21年3月期  3,983百万円

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  有  
平成22年３月期の期末配当金については未定です。 

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

21年3月期 ― 3.50 ― 3.50 7.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 ― ― ―

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  
平成21 年５月14 日に公表いたしました連結業績予想は、本資料において、第２四半期連結累計期間を修正し、通期は第２四半期決算発表時に見直しを
行う予定です。 

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

3,200 △36.1 △110 ― △120 ― △70 ― △7.54

通期 8,300 △14.9 370 △47.0 350 △48.3 200 △45.9 21.55
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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  

[(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。] 

(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、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５月14 日に公表いたしました連結業績予想は、本資料において、第２四半期連結累計期間を修正し、通期は第２四半期決算発表時に見直し
を行う予定です。 
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、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参照ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 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） 22年3月期第1四半期 9,350,000株 21年3月期  9,350,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  70,999株 21年3月期  70,399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 9,279,301株 21年3月期第1四半期 9,281,801株
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当社グループの第1四半期の連結業績は、昨年秋以降発生した急激な景気後退局面の影響を受けた主要顧

客の設備投資需要の減少により、売上高、利益とも前年同期を大幅に下回る実績となりました。第１四半期

の金型部門の受注は、主要顧客である自動車メーカーの新車開発計画の見直しによる、延期、凍結、中止と

いった状況が続き、前年同期比51.8％減少しました。産業機器部門の受注は、主要顧客の光学フィルム関連

の新製品の研究・開発設備投資の引合いが減少し、前年同期比75.7％減少しました。 

全社の売上高は前年同期比47.1％減少しました。内訳は、金型部門が自動車関連を中心に前年同期比

50.4％減少し、産業機器部門は押出機関連設備中心に前年同期比34.2％減少しました。営業損益は、売上高

の減少の影響と赤字物件の損失見込額の前倒し処理により、149百万円の損失（前年同期は営業利益35百万

円）となりました。経常損益につきましても144百万円の損失（前年同期は経常利益31百万円）となりまし

た。四半期純損益は90百万円の損失（前年同期は純利益6百万円）となりました。 

  

当第１四半期の総資産は前連結会計年度末に比べ436百万円減少し、8,568百万円となりました。また純資

産は四半期純損失及び配当金の支払等により前連結会計年度末に比べ119百万円減少し、3,863百万円となり

ました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動で使用した資金は405百万円となりました。主な内訳は、減価償却費80百万円と売上債権の減少

892百万円等により資金が増加しましたが、たな卸資産の増加457百万円と仕入債務の減少571百万円及び法

人税等の支払159百万円等により資金が減少しました。   

（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73百万円となりました。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） 

財務活動により得られた資金は364百万円となりました。主な増加の内訳は、短期借入金が499百万円増加

したことによるものです。  

以上の結果、当第１四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114百万円減少し、424

百万円となりました。  

  

今後の見通しにつきましては、当社の関連する自動車メーカー各社を始めとする主要顧客の設備投資の急

激な回復は難しく、第２四半期以降も厳しい状況が続くものと予測しています。したがいまして、平成22年

３月期の第２四半期連結累計期間業績を下方修正させていただきます。詳細は、本日公表しております「業

績予想の修正及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。なお、通期の業績予想につきまして

は、主力の自動車用金型を取り巻く市場環境は依然先行き不透明な状況が続いていることから、当初予想か

ら見直しを行っておりません。なお、第２四半期決算発表時に開示を行う予定でございます。 

  
  

 【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。 
  

  

  

     該当事項はありません。 
  

     該当事項はありません。 

  

   ・工事契約に関する会計基準の適用 

金型及び産業機械に係る収益の計上基準については、 従来、工事完成基準を適用していました

が、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針18号 平成19年12月27日）を当第１四半期連結会

計期間より適用し、当第１四半期連結会計期間に着手した契約から、当第１四半期連結会計期間末ま

での進捗部分について 成果の確実性が認められる契約については、工事進行基準（進捗率の見積り

は原価比例法）を適用し、その他の契約については工事完成基準を適用しております。  

 これによる当第１四半期連結累計期間の売上高、営業損益、経常損益及び税金等調整前四半期純損

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

（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
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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 424,831 539,218

受取手形及び売掛金 2,628,869 3,521,067

仕掛品 1,150,364 692,257

原材料及び貯蔵品 47,961 48,206

繰延税金資産 161,951 101,878

その他 94,707 43,067

流動資産合計 4,508,685 4,945,695

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 988,569 1,007,115

機械装置及び運搬具（純額） 977,060 963,967

土地 1,883,795 1,883,795

建設仮勘定 24,526 8,697

その他（純額） 53,196 58,553

有形固定資産合計 3,927,147 3,922,129

無形固定資産   

ソフトウエア 53,475 57,256

その他 6,092 6,116

無形固定資産合計 59,568 63,373

投資その他の資産   

繰延税金資産 1,116 7,274

その他 71,922 66,129

投資その他の資産合計 73,039 73,403

固定資産合計 4,059,755 4,058,906

資産合計 8,568,441 9,004,601

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,599,905 2,171,112

短期借入金 1,678,319 1,197,070

未払法人税等 10,195 171,014

賞与引当金 196,352 133,700

設備関係支払手形 11,592 23,391

設備関係未払金 89,363 69,045

その他 202,865 242,878

流動負債合計 3,788,594 4,008,212

固定負債   

長期借入金 853,350 941,680

長期未払金 45,335 45,335
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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) 

退職給付引当金 17,367 25,753

固定負債合計 916,052 1,012,768

負債合計 4,704,646 5,020,981

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 1,429,850 1,553,078

自己株式 △16,919 △16,809

株主資本合計 3,857,082 3,980,420

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6,711 3,200

評価・換算差額等合計 6,711 3,200

純資産合計 3,863,794 3,983,620

負債純資産合計 8,568,441 9,004,601
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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 1,976,598 1,045,983

売上原価 1,759,721 1,012,430

売上総利益 216,877 33,553

販売費及び一般管理費 180,883 183,259

営業利益又は営業損失（△） 35,994 △149,706

営業外収益   

受取配当金 517 465

仕入割引 1,071 760

補助金収入 － 10,559

その他 891 56

営業外収益合計 2,480 11,842

営業外費用   

支払利息 6,455 6,211

その他 914 326

営業外費用合計 7,370 6,538

経常利益又は経常損失（△） 31,103 △144,401

特別損失   

たな卸資産評価損 15,171 －

特別損失合計 15,171 －

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

15,932 △144,401

法人税、住民税及び事業税 45,400 2,672

法人税等調整額 △35,610 △56,325

法人税等合計 9,790 △53,653

四半期純利益又は四半期純損失（△） 6,142 △90,748
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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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

15,932 △144,401

減価償却費 80,720 80,641

受取利息及び受取配当金 △517 △522

支払利息 6,455 6,211

売上債権の増減額（△は増加） 139,505 892,198

たな卸資産の増減額（△は増加） △272,005 △457,863

仕入債務の増減額（△は減少） 1,204 △571,207

未払消費税等の増減額（△は減少） 45,096 △89,142

賞与引当金の増減額（△は減少） 70,400 62,652

退職給付引当金の増減額（△は減少） △7,969 △8,386

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） 46,295 －

その他 40,547 △10,728

小計 121,803 △240,547

利息及び配当金の受取額 517 814

利息の支払額 △6,255 △6,016

法人税等の支払額 △103,923 △159,652

営業活動によるキャッシュ・フロー 12,141 △405,402

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 △51,281 △73,093

その他 － △114

投資活動によるキャッシュ・フロー △51,281 △73,207

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） 250,365 499,999

長期借入金の返済による支出 △105,080 △107,080

自己株式の純増減額（△は増加） △50 △109

配当金の支払額 △24,568 △28,585

財務活動によるキャッシュ・フロー 120,666 364,223

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 81,526 △114,386

現金及び現金同等物の期首残高 175,721 539,218

現金及び現金同等物の四半期末残高 257,247 424,831
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該当事項なし 

  

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) 

  

 
(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 

３ 会計処理の変更 

「棚卸資産の評価に関する会計基準」を適用していますが、セグメント情報に与える影響はありません。 

  

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) 

  

 
(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 

３ 会計処理の変更 

「工事契約に関する会計基準」を適用していますが、セグメント情報に与える影響はありません。  

  

  

  

(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

1,569,913 406,685 1,976,598  ― 1,976,598

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― (  ― ) ―

計 1,569,913 406,685 1,976,598 (  ― ) 1,976,598

営業利益又は営業損失(△)  △5,725 41,719 35,994 (  ― ) 35,994

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

778,422 267,561 1,045,983  ― 1,045,983

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― (  ― ) ―

計 778,422 267,561 1,045,983 (  ― ) 1,045,983

営業損失(△)  △128,458 △21,247 △149,706 (  ― ) △149,706
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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。 

  

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) 

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。 

  

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) 

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。 

  

【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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当第１四半期連結会計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。 

  

 
(注) １ セグメント間の取引については相殺消去しています。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれていません。 

  

当第１四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。 

  

 
(注) １ セグメント間の取引については相殺消去しています。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれていません。 

  
  
  

  

6. その他の情報

 (1) 受注実績

事業の種類別セグメントの名称 受注高(千円) 前年同期比(％) 受注残高(千円) 前年同期比(％)

金型 652,318 △51.8 1,253,245 △29.4

産業機器 212,109 △75.7 1,101,286 △29.1

合計 864,428 △61.1 2,354,532 △29.2

 (2) 販売実績

事業の種類別セグメントの名称 販売高(千円) 前年同期比(％)

金型 778,422 △50.4

産業機器 267,561 △34.2

合計 1,045,983 △47.1
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