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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 2,852 △27.6 274 △24.8 287 △25.0 199 △15.3
21年3月期第1四半期 3,939 ― 364 ― 383 ― 235 ―

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 13.26 ―
21年3月期第1四半期 15.65 ―

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 22,545 15,583 69.1 1,035.25
21年3月期 24,072 15,432 64.1 1,025.12

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  15,583百万円 21年3月期  15,432百万円

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 ― 10.00 ― 10.00 20.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
6.00 ― 6.00 12.00

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  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

第2四半期 
連結累計期間

8,000 △24.5 335 △73.8 350 △73.5 220 △72.9 14.61

通期 15,500 △29.2 680 △74.7 700 △74.5 420 △74.8 27.89
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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） 

(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、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ます。実際
の業績は 今後様々な要因によって予想値と異なる結果となる可能性があります。  

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 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 15,394,379株 21年3月期  15,394,379株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  341,972株 21年3月期  340,185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 15,053,013株 21年3月期第1四半期 15,058,539株

－2－



当第１四半期におけるわが国経済は、世界的な景気の低迷から一部では底打ち感も見られましたが、

依然として生産活動や雇用情勢面においての戻りは遅く、個人消費や企業の設備投資については一層厳

しさが見られる状況となりました。 

 このような状況のもと、当社グループは、環境エネルギー分野及び電気電子部材関連分野を中心に高

精度薄膜塗工装置を納入すべく邁進してまいりました。しかし、引続き外部環境の大幅な悪化の影響を

受け設備計画の凍結など、厳しい状況で推移いたしました。  

その結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は2,852百万円(前年同期比27.6％減)となり、利益面

では経常利益287百万円(前年同期比25.0％減)、四半期純利益は199百万円(前年同期比15.3％減)となり

ました。  

受注残高につきましては、厳しい受注環境のもと、10,481百万円(前期末比7.2％減)、うち国内は

6,573百万円(前期末比13.3％減)、輸出は3,908百万円(前期末比5.4％増)となりました。  

  

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

  

（塗工機関連機器部門） 

当部門は、工業用粘着テープ製造装置関連及びリチウムイオン電池向け電極コーター、液晶表示用機

能フィルム製造装置関連を中心に低調ながらも推移いたしました。 

その結果、売上高は2,036百万円(前年同期比16.1％増)、うち国内売上高1,025百万円(前年同期比

58.7％増)、輸出売上高1,011百万円(前年同期比8.8％減)となりました。また、営業利益は151百万円

(前年同期比5.3％増)となりました。  

受注残高につきましては、6,738百万円(前期末比2.3％減)、うち国内は4,167百万円(前期末比11.8％

減)、輸出は2,571百万円(前期末比18.3％増)となりました。 

  

（化工機関連機器部門） 

当部門は、主力の電気・電子部品向け成膜装置が低調に推移いたしました。 

その結果、売上高は、682百万円(前年同期比64.6％減)、うち国内売上高530百万円(前年同期比

64.2％減)、輸出売上高は152百万円(前年同期比65.8％減)となりました。また、営業利益は110百万円

(前年同期比36.4％減)となりました。  

受注残高につきましては、3,612百万円(前期末比14.8％減)、うち国内は2,300百万円(前期末比

15.6％減)、輸出は1,312百万円(前期末比13.4％減)となりました。 

  

（その他） 

当部門は、染色整理機械装置、各種機器の部品の製造及び修理・改造等を行っております。 

売上高は133百万円(前年同期比48.4％減)となり、うち国内売上高108百万円(前年同期比42.7％減)、

輸出売上高は24百万円(前年同期比63.9％減)となりました。また、営業利益は11百万円(前年同期比

74.5％減)となりました。 

受注残高につきましては、130百万円(前期末比16.9％減)、うち国内は106百万円(前期末比22.8％

減)、輸出は24百万円(前期末比23.5％増)となりました。 

  

・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
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（資産） 

流動資産は前連結会計年度末に比べ1,556百万円減少し18,551百万円となりました。その主な要因は

受取手形及び売掛金が1,432百万円減少したことによります。  

また、固定資産は前連結会計年度末に比べ29百万円増加し3,994百万円となりました。その主な要因

は、有形固定資産が63百万円、無形固定資産が14百万円それぞれ減少したものの、株式市場の回復によ

り投資有価証券が171百万円増加したことによります。 

  

（負債） 

流動負債は前連結会計年度末に比べ1,555百万円減少し5,668百万円となりました。その主な要因は支

払手形及び買掛金が1,124百万円減少したこと及び法人税等の支払により未払法人税等が412百万円減少

したことによります。 

固定負債は前連結会計年度末に比べ121百万円減少し1,294百万円となりました。その主な要因は、長

期借入金が101百万円、役員退職慰労引当金が18百万円それぞれ減少したことによります。 

  

（純資産） 

純資産は前連結会計年度末に比べ150百万円増加し、15,583百万円となりました。その主な要因は、

前連結会計年度に係る期末配当金を150百万円支払ったこと、有価証券評価差額金が103百万円増加した

こと、また四半期純利益が199百万円計上されたことによります。 

  

当社が販売する塗工機関連機器及び化工機関連機器等は、受注生産であり、顧客の指定納期も様々で

あります。よって、各四半期において、売上高が同水準とならない場合があります。 
  

前連結会計年度において低調な受注状況の影響により、当第１四半期連結会計期間におきましては売

上高及び利益において低水準であり国内外の景気後退、消費回復には厳しい状況の中ではありますが、

業績予想について現時点においては平成21年5月15日に発表した予想に変更はありません。 

  

該当事項はありません。 
  

重要性が乏しいため記載を省略しております。 
  

該当事項はありません。 
  

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
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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 6,566,445 6,385,544

受取手形及び売掛金 6,445,916 7,878,233

有価証券 2,369,111 2,629,182

仕掛品 2,832,283 2,947,376

原材料及び貯蔵品 115,226 109,989

その他 231,941 167,150

貸倒引当金 △9,619 △9,846

流動資産合計 18,551,305 20,107,630

固定資産   

有形固定資産 2,588,249 2,652,082

無形固定資産 184,182 198,747

投資その他の資産   

投資有価証券 886,186 714,906

その他 347,468 410,975

貸倒引当金 △11,505 △11,505

投資その他の資産合計 1,222,149 1,114,377

固定資産合計 3,994,581 3,965,207

資産合計 22,545,887 24,072,837
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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 2,959,614 4,084,264

短期借入金 220,000 20,000

1年内返済予定の長期借入金 423,436 440,836

未払法人税等 133,962 546,534

前受金 1,321,670 1,396,113

賞与引当金 61,620 167,285

製品保証引当金 24,300 23,100

その他 523,853 546,211

流動負債合計 5,668,456 7,224,344

固定負債   

長期借入金 397,532 499,316

退職給付引当金 775,223 777,001

役員退職慰労引当金 117,515 135,540

その他 4,123 4,346

固定負債合計 1,294,394 1,416,203

負債合計 6,962,850 8,640,547

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,847,821 1,847,821

資本剰余金 1,339,722 1,339,722

利益剰余金 12,572,583 12,523,587

自己株式 △399,887 △398,400

株主資本合計 15,360,240 15,312,730

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 222,796 119,559

評価・換算差額等合計 222,796 119,559

純資産合計 15,583,036 15,432,290

負債純資産合計 22,545,887 24,072,837
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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 3,939,440 2,852,726

売上原価 3,124,987 2,195,217

売上総利益 814,453 657,509

販売費及び一般管理費 450,131 383,383

営業利益 364,321 274,125

営業外収益   

受取利息 4,502 2,146

受取配当金 12,763 10,878

その他 9,766 6,307

営業外収益合計 27,031 19,333

営業外費用   

支払利息 4,911 4,601

その他 2,483 1,024

営業外費用合計 7,394 5,626

経常利益 383,958 287,833

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 227

固定資産売却益 4,211 －

特別利益合計 4,211 227

税金等調整前四半期純利益 388,170 288,060

法人税、住民税及び事業税 60,697 123,602

法人税等調整額 91,838 △35,080

法人税等合計 152,535 88,522

四半期純利益 235,635 199,537
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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 388,170 288,060

減価償却費 98,541 96,606

賞与引当金の増減額（△は減少） △59,415 △105,665

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,846 △227

退職給付引当金の増減額（△は減少） △23,055 △1,778

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △6,160 △18,024

製品保証引当金の増減額（△は減少） △6,900 1,200

受取利息及び受取配当金 △17,265 △13,025

支払利息 4,911 4,601

固定資産売却損益（△は益） △4,211 △130

売上債権の増減額（△は増加） 3,166,811 1,357,874

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,613,976 109,855

仕入債務の増減額（△は減少） 19,307 △1,148,896

その他 △177,417 39,410

小計 1,774,185 609,862

利息及び配当金の受取額 17,055 13,024

利息の支払額 △4,911 △4,601

法人税等の支払額 △1,085,532 △531,224

営業活動によるキャッシュ・フロー 700,797 87,060

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 △1,000 －

定期預金の払戻による収入 1,000 －

有形固定資産の取得による支出 △246,189 △100,445

有形固定資産の売却による収入 11,867 250

無形固定資産の取得による支出 △3,319 △900

投資有価証券の取得による支出 △400 △600

その他 △9,327 △6,645

投資活動によるキャッシュ・フロー △247,368 △108,340

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） 230,000 200,000

長期借入金の返済による支出 △121,770 △119,184

自己株式の取得による支出 △469 △1,486

配当金の支払額 △176,646 △136,998

その他 － △222

財務活動によるキャッシュ・フロー △68,885 △57,891

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 384,543 △79,171

現金及び現金同等物の期首残高 8,539,258 8,533,727

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,923,802 8,454,556
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 該当事項はありません。 

  

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) 

 
  

(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な製品 

(1)塗工機関連機器 

  各種コーティング、ラミネーティング装置並びにこれらに付随する乾燥熱処理装置及びライン制御装置 

(2)化工機関連機器 

  各種成膜装置、不織布・高機能繊維製造装置、フラットパネル塗布乾燥装置、真空蒸着装置並びにこれら 

に付随する乾燥・熱処理装置及びライン制御装置 

       (3)その他 

      染色整理機械装置、各種機器の部品の製造及び修理・改造等 

  

(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】

塗工機関連機器
（千円）

化工機関連機器
（千円）

その他
（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

1,754,695 1,925,761 258,984 3,939,440 - 3,939,440

(2)セグメント間の
    内部売上高又は
    振替高

- - - - (-) -

計 1,754,695 1,925,761 258,984 3,939,440 (-) 3,939,440

 営業利益 144,319 173,555 46,447 364,321 (-) 364,321

塗工機関連機器
（千円）

化工機関連機器
（千円）

その他
（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

2,036,584 682,392 133,750 2,852,726 - 2,852,726

(2)セグメント間の
    内部売上高又は
    振替高

- - - - (-) -

計 2,036,584 682,392 133,750 2,852,726 (-) 2,852,726

 営業利益 151,974 110,318 11,833 274,125 (-) 274,125
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在外連結子会社及び在外支店がないため該当事項はありません。 

  

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 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) 東アジア……台湾・韓国・中国 

(2) その他の地域……アメリカ 

３ 海外売上高は、連結財務諸表提出会社及び連結子会社の輸出高の合計額であります。 

  

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) 

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

（国又は地域の区分の変更） 

 従来、北米は「その他の地域」に含めておりましたが、当第１四半期連結累計期間において、当該地域の売

上高が連結売上高の10％を超えたため、「北米」として区分掲記しております。なお、前第１四半期連結累計

期間における北米の海外売上高は9,559千円であります。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) 東アジア……台湾・韓国・中国 

(2) 北米……アメリカ 

(3) その他の地域……マレーシア 

３ 海外売上高は、連結財務諸表提出会社及び連結子会社の輸出高の合計額であります。 

  

 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】

東アジア その他の地域 計

Ⅰ  海外売上高 (千円) 1,525,541 96,615 1,622,156

Ⅱ  連結売上高 (千円) - - 3,939,440

Ⅲ 連結売上高に占める
     海外売上高の割合(％)

38.7 2.5 41.2

東アジア 北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高 (千円) 893,637 286,520 7,959 1,188,116

Ⅱ 連結売上高 (千円) － － － 2,852,726

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

31.3 10.0 0.3 41.6

(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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(１)生産実績 

当第１四半期連結累計期間における生産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。 

  

 
  

(２)受注実績 

                                                               

 
(注) １ 金額は、販売価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税が含まれておりません。 

  

 (３)販売実績 

                                                                  

 
(注) １ 金額は、販売価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税が含まれておりません。 

  

  
  

生産、受注及び販売の状況

事業の種類別セグメントの名称 生産高(千円)

塗      工      機      関     連      機     器 1,685,366

化      工      機      関     連      機     器 416,591

そ                      の                     他 93,260

合計 2,195,217

当第１四半期連結累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。

事業の種類別セグメントの名称 受注高（千円） 受注残高（千円）

塗      工      機      関     連      機     器 1,878,744 6,738,266

化      工      機      関     連      機     器 55,343 3,612,799

そ                      の                     他 107,110 130,700

合計 2,041,197 10,481,765

当第１四半期連結累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。

事業の種類別セグメントの名称 販売高（千円）

塗      工      機      関     連      機     器 2,036,584

化      工      機      関     連      機     器 682,392

そ                      の                     他 133,750

合計 2,852,726
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