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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 3,839 △37.2 △642 ― △644 ― △376 ―

21年3月期第2四半期 6,113 ― △35 ― △51 ― △373 ―

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2四半期 △16.42 ―

21年3月期第2四半期 △16.12 ―

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2四半期 20,370 12,013 57.9 514.38
21年3月期 20,578 11,769 56.2 504.05

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  11,801百万円 21年3月期  11,560百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 7.00 ― 0.00 7.00
22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 0.00 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 8,090 △19.6 △1,190 ― △1,160 ― △710 ― △30.95
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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、５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、５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 

上記の業績予想は、現時点における入手可能な情報及び将来の経済環境の予想等に基づき作成しており、多分に不確定な要素を含んでおります。実際
の業績は、今後様々な要因によって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2四半期 23,676,000株 21年3月期  23,668,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  733,330株 21年3月期  733,330株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 22,939,241株 21年3月期第2四半期 23,167,677株
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当第２四半期連結累計期間における日本経済は、企業の設備投資の減少や雇用環境の悪化による個人消
費の低迷などにより、大幅な景気悪化となりましたが、企業の在庫調整の進捗や財政政策効果による生産
の持ち直しと、一部の企業業績の回復も見受けられ、景気は下げ止まりから持ち直しつつある状況と思わ
れます。 
世界経済も先進国だけでなく新興国においても景気の悪化が顕著となりましたが、米国においては設備

投資や住宅投資の減少幅が縮小しているほか、在庫調整の進捗を背景に生産も持ち直しつつあり、景気は
回復傾向にあるとの見方が出ております。中国においては大型の財政政策により消費も堅調に推移してお
り、内需を中心に成長率を高めております。当面は世界経済を牽引するとの期待感が出ております。 
工業用ミシン業界におきましては、世界的な景気悪化の影響による衣料品の消費冷え込みのため、顧客

である縫製メーカーの設備投資意欲の減退が続いており、ミシン販売の回復までには至らず厳しい状況で
推移しております。 
このような環境のもとで、当社企業グループの売上高は38億39百万円（前年同四半期比37.2％減）とな

りました。 
損益面につきましては、売上高の減少に伴う生産量の縮小により操業度が低下したこと、及び価格競争

の激化による販売価格の引き下げの影響などにより、売上原価率が大幅に上昇した結果、前年同四半期に
比べ人件費などの固定費や諸経費の削減を図ったにもかかわらず、営業損失は６億42百万円（前年同四半
期は営業損失35百万円）、経常損失は６億44百万円（前年同四半期は経常損失51百万円）となりました。
固定資産売却益２億７百万円を計上したことによる特別利益、中国子会社における希望退職実施による

退職特別加算金31百万円、及び投資有価証券の評価損17百万円を計上したことなどによる特別損失によ
り、税金等調整前四半期純損失は４億76百万円（前年同四半期は税金等調整前四半期純損失49百万円）と
なりましたが、税効果会計に係る税負担の軽減により、四半期純損失は３億76百万円（前年同四半期は四
半期純損失３億73百万円）となりました。 

所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

（日本） 
景気悪化の影響を受けて低調に推移し、売上高は３億93百万円、営業損失は７億27百万円となりまし

た。 
（中国） 
世界的な景気悪化に伴う衣料品の消費冷え込みにより、縫製メーカーの設備投資意欲の減退が続き低

調に推移し、売上高は14億56百万円、営業損失は31百万円となりました。 
（その他のアジア） 
世界的な景気悪化に伴う衣料品の消費冷え込みにより、縫製メーカーの設備投資意欲の減退が続き大

きく落ち込み、売上高は13億48百万円、営業損失は68百万円となりました。 
（米州） 
米国及び中南米諸国の景気悪化の影響などにより大きく落ち込み、売上高は３億60百万円、営業損失

は22百万円となりました。 
（欧州） 
欧州及び周辺諸国の景気悪化の影響などにより大きく落ち込み、売上高は２億79百万円、営業損失は

33百万円となりました。 
  

(資産） 
流動資産は、前連結会計年度末に比べて２億50百万円減少し、137億76百万円となりました。これ

は、現金及び預金が４億15百万円増加し、たな卸資産が４億38百万円、繰延税金資産が１億14百万円そ
れぞれ減少したことなどによります。 
固定資産は、前連結会計年度末に比べて43百万円増加し、65億93百万円となりました。これは、有形

固定資産が２億71百万円減少し、無形固定資産が41百万円、投資その他の資産が２億73百万円それぞれ
増加したことなどによります。 
この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて２億７百万円減少し、203億70百万円となりました。 

  
（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて12億76百万円減少し、52億83百万円となりました。これは、
未払金が８億78百万円、支払手形及び買掛金が３億55百万円それぞれ減少したことなどによります。 
固定負債は、前連結会計年度末に比べて８億25百万円増加し、30億74百万円となりました。これは、

長期借入金が６億89百万円増加したことなどによります。 
この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて４億50百万円減少し、83億57百万円となりました。

  

・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

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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（純資産） 
純資産合計は、前連結会計年度末に比べて２億43百万円増加し、120億13百万円となりました。これ

は、主として為替換算調整勘定が５億81百万円増加し、利益剰余金が３億76百万円減少したことなどに
よります。 
  
（連結キャッシュ・フロー） 

現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ７億72百万円増加し、47億29百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失が４億76百万円であり、たな卸資

産の減少６億53百万円があったものの、仕入債務の減少４億47百万円、未払金の減少９億２百万円など
により、11億18百万円の支出となりました。 
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入れ及び払戻の収支の増加３億94百万円、有形

固定資産の売却による収入５億17百万円などにより、８億36百万円の収入となりました。 
財務活動によるキャッシュ・フローは、有利子負債の純増加額９億35百万円などにより、９億27百万

円の収入となりました。 
  

連結業績予想につきましては、本日付発表の「平成22年３月期 業績予想の修正に関するお知らせ」の
とおりであります。 
（修正の理由） 

世界的に景気悪化が拡大いたしましたが、各国の金融政策や財政政策の効果により、景気は下げ止ま
りから持ち直しつつあるとの見方が出ております。 
しかしながら、主要先進国の金融市場は落ち着きを取り戻しつつあるものの、金融機能の正常化には

今しばらく時間がかかる見込みであり、また雇用環境は依然として悪化を続けており、各国の財政出動
の効果が一巡したあとの景気動向については、なお不透明感があるとの認識も根強いものがあります。
このような環境のなか、米国をはじめ主要先進国の個人消費は持ち直しつつあるものの、回復の足取

りは重く、衣料品の消費についても同様の傾向にあると判断しております。従いまして、今後の縫製メ
ーカーの設備投資意欲の回復も緩やかになるとの見方をせざるを得ず、当社企業グループの工業用ミシ
ンの売上高は当初の予想を下回る見込みであります。 
収益面においては、売上高の減少に伴う生産量の縮小による売上原価率の上昇、厳しい価格競争によ

る影響、また為替の円高による影響などが収益を大きく悪化させる要因となっております。 
このように経営環境が予想を越えた厳しいものとなっており、販売体制の強化や製造原価の削減、販

売費及び一般管理費の圧縮を図ったにもかかわらず、当第２四半期連結累計期間及び通期においても当
初の予想を下回る見込みであります。 
 このような厳しい環境や見通しに対応するため、当社企業グループでは、以下にあげる政策を展開し
てまいる所存であります。 

(1)昨年12月に中国の製品製造子会社である「天馬ミシン製造有限公司」と「ペガサス(天津)ミシ
ン有限公司」を合併することにより、合理化を進めてまいりましたが、さらに中国の部品製造子
会社である「福馬（天津）縫製機械有限公司」を、合併後の「ペガサス（天津）ミシン有限公
司」と合併させることにより、中国での製造子会社を一元化し、中国での生産体制のさらなる効
率化を推進してまいります。 

(2)香港の販売子会社である「PEGASUS SEWING MACHINES（HONG KONG）LTD」を清算し、従来同社
が販売を担当しておりました地域を「ペガサス（天津）ミシン有限公司」の香港代表処に担当さ
せ、中国国内の販売を一元化することにより、販売体制の簡素化、人的資源の効果的な運用、グ
ループ経営の効率化を図り、中国での販売力の一層の強化を行ってまいります。 
 また、中国販売体制のさらなる強化の一環として引き続き代理店、サービスセンターの増強を
図り、販売拠点網の充実と顧客サービスの徹底を行ってまいります。 

(3)引き続き中国での部品調達比率を高める努力を行い、コストダウンを図るとともに、当社ハイエ
ンドの機種につきましても、日本での製造に加え、中国でも製造を開始し、製品製造面でもコス
トダウンを図り、中国内需縫製市場によりリーズナブルな価格で製品の提供をしてまいります。
これらの中国生産のハイエンド機種につきましては、中国国内の販売に投入することにより同市
場で、環縫いミシンに関するあらゆる縫製ニーズに応えていくことが可能な体制を構築し、環縫
いミシンの専業メーカーである当社企業グループの強みを 大限発揮してまいります。 

(4)日本国内におきましては、当社滋賀工場のライン編成の見直しや、従来当社企業グループ内で分
散しておりました内作部品の製造の一元化を精力的に進めてまいり、一層の効率化を図るととも
に、根強い需要のある日本製ミシンを全世界に供給する体制を維持してまいります。また、厳し
い環境下ではありますが、製品開発や品質管理、製造技術の向上のための投資につきましては、
経営資源の投入を引き続き行うことにより、中長期的な企業グループ経営の安定、発展を図って
まいります。 

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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(5)中国の自動車部品製造子会社であります「天津ペガサス嶋本自動車部品有限公司」につきまして
は、順調に生産を拡大しておりますが、今後も増産に対応するための設備投資を積極的に検討し
てまいり、当社企業グループの経営の柱として育成することにより、経営基盤の強化に引き続き
注力してまいります。 

※ 上記見通しは、下半期において次の為替レートを前提としております。（米ドル：90円） 
  

  

該当事項はありません。 
  

 簡便な会計処理を適用しておりますが、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。 
  

  

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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 5,077,439 4,661,665

受取手形及び売掛金 1,991,294 2,058,588

商品及び製品 2,285,673 2,523,881

仕掛品 626,327 747,372

原材料及び貯蔵品 3,355,335 3,434,685

その他 467,587 741,365

貸倒引当金 △26,703 △139,682

流動資産合計 13,776,955 14,027,876

固定資産   

有形固定資産 3,822,534 4,093,872

無形固定資産 387,344 345,918

投資その他の資産 2,497,611 2,110,942

貸倒引当金 △113,509 －

固定資産合計 6,593,981 6,550,733

資産合計 20,370,936 20,578,609

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 265,911 621,650

短期借入金 3,667,345 3,692,943

未払法人税等 137,175 100,812

賞与引当金 93,654 86,214

その他 1,119,338 2,058,303

流動負債合計 5,283,425 6,559,923

固定負債   

社債 833,000 680,000

長期借入金 1,379,443 689,571

退職給付引当金 231,197 221,728

役員退職慰労引当金 805 421,229

その他 629,912 236,202

固定負債合計 3,074,358 2,248,731

負債合計 8,357,784 8,808,655
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,903,550 1,903,150

資本剰余金 2,049,873 2,049,473

利益剰余金 8,711,305 9,087,886

自己株式 △291,473 △291,473

株主資本合計 12,373,254 12,749,035

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △4,269 △39,765

為替換算調整勘定 △567,837 △1,149,079

評価・換算差額等合計 △572,106 △1,188,845

少数株主持分 212,004 209,763

純資産合計 12,013,152 11,769,954

負債純資産合計 20,370,936 20,578,609

ペガサスミシン製造株式会社(6262)平成22年３月期第２四半期決算短信

－7－



(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 6,113,402 3,839,119

売上原価 4,089,945 2,928,465

売上総利益 2,023,456 910,653

販売費及び一般管理費 2,058,786 1,552,819

営業損失（△） △35,329 △642,165

営業外収益   

受取利息 69,614 22,083

受取配当金 4,936 3,545

為替差益 23,681 －

受取賃貸料 30,791 －

不動産賃貸料 － 28,149

デリバティブ評価益 － 61,909

助成金収入 － 50,318

その他 10,163 6,577

営業外収益合計 139,187 172,584

営業外費用   

支払利息 87,498 71,214

為替差損 － 90,075

開業費償却 57,271 －

その他 10,212 13,458

営業外費用合計 154,982 174,748

経常損失（△） △51,124 △644,329

特別利益   

固定資産売却益 174 207,793

保険解約返戻金 5,307 8,174

ゴルフ会員権売却益 60 －

貸倒引当金戻入額 158 7,540

特別利益合計 5,699 223,508

特別損失   

固定資産除売却損 4,216 5,882

投資有価証券評価損 － 17,391

ゴルフ会員権売却損 － 416

ゴルフ会員権評価損 － 830

退職特別加算金 － 31,404

特別損失合計 4,216 55,924

税金等調整前四半期純損失（△） △49,641 △476,745

法人税、住民税及び事業税 119,955 43,187

法人税等調整額 214,598 △141,750

法人税等合計 334,554 △98,563

少数株主損失（△） △10,668 △1,601

四半期純損失（△） △373,528 △376,581
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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損失（△） △49,641 △476,745

減価償却費 196,373 221,893

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,735 △7,534

退職給付引当金の増減額（△は減少） △30,633 9,469

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △52,945 △14,984

デリバティブ評価損益（△は益） △1,840 △61,909

受取利息及び受取配当金 △74,551 △25,628

支払利息 87,498 71,214

社債発行費 － 6,724

為替差損益（△は益） 128,220 △111,052

受取賃貸料 △30,791 △28,149

固定資産除売却損益（△は益） 4,042 △201,911

投資有価証券評価損益（△は益） － 17,391

保険解約損益（△は益） － △8,174

売上債権の増減額（△は増加） 644,830 61,311

たな卸資産の増減額（△は増加） △594,694 653,179

仕入債務の増減額（△は減少） 68,083 △447,260

未払金の増減額（△は減少） △309,666 △902,524

その他 △58,097 135,458

小計 △71,077 △1,109,233

利息及び配当金の受取額 69,993 36,590

利息の支払額 △86,311 △66,272

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △143,404 20,737

営業活動によるキャッシュ・フロー △230,799 △1,118,176

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 △539,911 △273,594

定期預金の払戻による収入 225,227 667,796

有形固定資産の取得による支出 △300,264 △106,284

有形固定資産の売却による収入 561 517,740

無形固定資産の取得による支出 △117 △28,539

貸付けによる支出 △590,800 －

貸付金の回収による収入 295,400 －

投資不動産の賃貸による収入 30,791 28,149

保険積立金の解約による収入 － 20,484

その他 △1,907 11,133

投資活動によるキャッシュ・フロー △881,020 836,885
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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） △11,230 95,590

長期借入れによる収入 1,000,000 1,100,000

長期借入金の返済による支出 △344,290 △468,072

社債の発行による収入 － 293,275

社債の償還による支出 － △85,000

株式の発行による収入 4,800 800

自己株式の取得による支出 △206,010 －

配当金の支払額 △164,034 －

少数株主への配当金の支払額 △6,804 △8,844

その他 △100 △208

財務活動によるキャッシュ・フロー 272,330 927,539

現金及び現金同等物に係る換算差額 △115,676 126,532

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △955,165 772,781

現金及び現金同等物の期首残高 4,668,220 3,957,094

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,713,054 4,729,875
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該当事項はありません。 

  

 
  

 
  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【所在地別セグメント情報】
 前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日）

日本 

(千円)

中国 

(千円)

その他の 

アジア 

(千円)

米州 

(千円)

欧州 

(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
471,671 1,621,456 2,408,548 748,163 863,562 6,113,402 ─ 6,113,402

(2)セグメント間の 

  内部売上高又は 

  振替高

2,997,097 1,114,429 ─ ─ ─ 4,111,526 （4,111,526) ─

   計 3,468,768 2,735,885 2,408,548 748,163 863,562 10,224,929 （4,111,526) 6,113,402

営業利益又は 

営業損失（△）
△577,157 127,284 55,164 52,356 132,000 △210,351  175,021 △35,329

 当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日）

日本 

(千円)

中国 

(千円)

その他の 

アジア 

(千円)

米州 

(千円)

欧州 

(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
393,265 1,456,898 1,348,236 360,856 279,861 3,839,119 ─ 3,839,119

(2)セグメント間の 

  内部売上高又は 

  振替高

1,377,855 660,062 95,970 ─ 66 2,133,955 （2,133,955) ─

   計 1,771,121 2,116,961 1,444,206 360,856 279,928 5,973,074 （2,133,955) 3,839,119

営業損失（△） △727,474 △31,599 △68,496 △22,548 △33,116 △883,235 241,069 △642,165

(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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