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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 7,687 △41.9 791 △70.8 838 △69.6 467 △66.2

21年3月期第2四半期 13,237 ― 2,714 ― 2,755 ― 1,383 ―

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 26.71 ―

21年3月期第2四半期 77.75 ―

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 20,897 18,295 87.4 1,044.46
21年3月期 21,977 17,864 81.2 1,019.99

（参考） 自己資本  22年3月期第2四半期  18,269百万円 21年3月期  17,841百万円

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  

詳細は本日別途公表しております「平成22年３月期 配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

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 ― 18.00 ― 10.00 28.00

22年3月期 ― 10.00

22年3月期 
（予想）

― 5.00 15.00

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 13,087 △32.1 893 △68.4 913 △67.5 511 △65.2 29.21



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、３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 

上記予想は現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後さまざま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 17,819,033株 21年3月期 17,819,033株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期 327,601株 21年3月期 327,220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 17,491,617株 21年3月期第2四半期 17,798,390株



 当年度上半期における内外の景気動向は、一部の産業分野に持ち直しの動きが見られるものの、企業の設備投資や

個人消費は依然として低い水準で推移しました。当社の関連する業界におきましても、設備投資の落ち込みは底を打

ったとみられる一方、全体的な回復は緩やかなものに止まりました。 

 このような環境下、当社グループは需要の回復がみられる一部地域や新規分野において受注活動を強化してまいり

ました。しかしながら全般に汎用機の販売が低調のまま推移したため、当第２四半期連結累計期間における売上高は

7,687百万円となりました。利益面につきましては売上高の減少が大きく影響したものの、全社を挙げ徹底的な経費

の削減を行った結果、営業利益は791百万円、経常利益は838百万円、純利益は467百万円となりました。  

  

資産、負債及び純資産の状況 

 流動資産は前連結会計期間末に比べ1,094百万円減少し16,634百万円となりました。現金及び預金は2,556百万円

増加しましたが、受取手形及び売掛金が1,290百万円、仕掛品が2,038百万円減少したことなどによります。 

 固定資産については大きな変動はなかったため、資産合計は1,080百万円減少の20,897百万円となりました。 

 流動負債は前連結会計年度末に比べ1,493百万円減少し2,458百万円となりました。これは未払法人税等が191百

万円増加しましたが、支払手形及び買掛金が1,631百万円減少したことなどによります。固定負債については大き

な変動はなく、負債合計は1,511百万円減少して2,601百万円となりました。 

 純資産は、前期決算の剰余金の配当及び、四半期純利益の計上により利益剰余金が292百万円増加したことなど

から431百万円増加の18,295百万円となりました。 

  

 金融危機に端を発した世界的な景気後退は、底打ち感はあるものの回復基調は緩やかなものです。当社の関連する

業界におきましても、設備投資の抑制等から射出成形機をはじめとするプラスチック加工機の生産高が低迷してお

り、売上高は予想を下回る見込みです。 

 利益面におきましては、コスト削減等による費用の圧縮に努めておりますが将来を見据えた開発費投入は続けてお

り、売上高の減少による影響もあり、利益は予想を下回る見込みです。このため、現在までの業績を勘案し業績予想

の見直しを行った結果、平成22年３月期の通期業績予想（連結、個別）を修正しております。詳細は本日発表した

「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

  

 該当事項はありません。 

  

 税金費用については、当第２四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。 

  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。 

  

 該当事項はありません。  

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



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 10,039,067 7,482,165

受取手形及び売掛金 3,035,282 4,325,606

有価証券 900,000 1,132,200

商品及び製品 607,048 551,308

仕掛品 518,130 2,556,194

原材料及び貯蔵品 1,061,491 1,187,916

繰延税金資産 320,559 365,585

その他 162,249 137,124

貸倒引当金 △9,280 △9,475

流動資産合計 16,634,548 17,728,625

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,132,746 1,181,998

土地 2,050,931 2,002,911

その他 228,676 253,181

有形固定資産合計 3,412,354 3,438,091

無形固定資産   

のれん 4,021 8,043

その他 195,100 163,746

無形固定資産合計 199,122 171,789

投資その他の資産   

投資有価証券 254,371 237,282

繰延税金資産 138,540 137,495

その他 262,450 271,855

貸倒引当金 △3,907 △7,640

投資その他の資産合計 651,455 638,993

固定資産合計 4,262,932 4,248,874

資産合計 20,897,480 21,977,500



（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,196,875 2,828,673

未払金 200,661 231,546

未払法人税等 399,891 208,446

賞与引当金 200,000 246,000

役員賞与引当金 5,450 13,100

製品保証引当金 142,831 132,314

その他 312,499 292,015

流動負債合計 2,458,209 3,952,096

固定負債   

繰延税金負債 271 221

役員退職慰労引当金 66,780 87,685

その他 76,464 73,392

固定負債合計 143,516 161,299

負債合計 2,601,725 4,113,395

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,985,666 1,985,666

資本剰余金 2,023,903 2,023,903

利益剰余金 14,849,228 14,556,891

自己株式 △345,857 △345,298

株主資本合計 18,512,941 18,221,162

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 54,021 3,446

為替換算調整勘定 △297,879 △383,163

評価・換算差額等合計 △243,858 △379,716

少数株主持分 26,672 22,657

純資産合計 18,295,755 17,864,104

負債純資産合計 20,897,480 21,977,500



（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 13,237,136 7,687,613

売上原価 8,085,039 5,069,504

売上総利益 5,152,096 2,618,108

販売費及び一般管理費 2,437,971 1,826,761

営業利益 2,714,125 791,346

営業外収益   

受取利息 30,147 30,734

受取配当金 2,533 1,811

仕入割引 12,200 3,660

その他 14,487 13,566

営業外収益合計 59,368 49,773

営業外費用   

貸倒損失 2,594 －

為替差損 14,742 541

リース解約損 － 1,434

その他 1,075 1,027

営業外費用合計 18,412 3,003

経常利益 2,755,082 838,116

特別利益   

固定資産売却益 － 2,795

投資有価証券売却益 10,137 －

貸倒引当金戻入額 － 3,435

その他 152 －

特別利益合計 10,290 6,230

特別損失   

固定資産除売却損 1,388 4,621

有価証券売却損 453,560 －

その他 370 －

特別損失合計 455,319 4,621

税金等調整前四半期純利益 2,310,053 839,725

法人税等 924,283 371,213

少数株主利益 1,962 1,257

四半期純利益 1,383,807 467,254



 該当事項はありません。 

  

 当社グループの事業内容は、射出成形品取出ロボット及び省力化システムを含めた周辺機器の開発、製造、販

売及びアフターサービスを行う産業機械事業に集約されるため、事業の種類別セグメント情報の記載は省略して

おります。  

  

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） 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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〕

  
日本 
（千円） 

北米地域
（千円） 

アジア地域
（千円） 

欧州地域
（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 
 11,541,437  1,049,767  477,410  168,520  13,237,136  －  13,237,136

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 1,037,028  2,806  117,619  4,896  1,162,350 ( )1,162,350  －

計  12,578,466  1,052,573  595,030  173,416  14,399,487 ( )1,162,350  13,237,136

営業利益  2,654,913  32,898  4,184  10,645  2,702,641  11,483  2,714,125

  
日本 
（千円） 

北米地域
（千円） 

アジア地域
（千円） 

欧州地域
（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 
 6,610,384  670,620  259,837  146,771  7,687,613  －  7,687,613

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 591,214  3,779  52,155  6,395  653,544 ( )653,544  －

計  7,201,598  674,399  311,992  153,166  8,341,157 ( )653,544  7,687,613

営業利益又は営業損

失（△） 
 883,215  △72,856  △62,106  23,207  771,460  19,886  791,346



  

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） 

   

 該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕

  北米地域 アジア地域 欧州地域 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  3,562,256  2,125,591  2,813,659  98,154  8,599,661

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － －  13,237,136

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
 26.9  16.1  21.3  0.7  65.0

  北米地域 アジア地域 欧州地域 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  2,582,828  923,441  1,672,862  65,720  5,244,852

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － －  7,687,613

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
 33.6  12.0  21.8  0.9  68.3

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



①受注高 

（注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記金額には消費税は含んでおりません。 

  

②受注残高 

（注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記金額には消費税は含んでおりません。 

  

ｂ．販売の状況 

（注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記金額には消費税は含んでおりません。 

  

６．その他の情報

ａ．受注の状況

製品等の区分 
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） 

取出ロボット（千円）  4,559,715  2,153,865

ストック装置（千円）  333,351  111,419

特注機（千円）  1,688,463  628,631

付属機器等（千円）  1,750,349  1,144,210

部品・保守修理サービス（千円）  582,902  371,504

合 計（千円）  8,914,782  4,409,631

製品等の区分 
前第２四半期連結会計期間末
（平成20年９月30日） 

当第２四半期連結会計期間末
（平成21年９月30日） 

取出ロボット（千円）  1,309,105  622,705

ストック装置（千円）  95,269  41,543

特注機（千円）  900,422  329,127

付属機器等（千円）  594,842  341,948

部品・保守修理サービス（千円）  －  －

合 計（千円）  2,899,640  1,335,325

製品等の区分 
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） 

取出ロボット（千円）  4,432,073  1,999,694

ストック装置（千円）  295,060  91,743

特注機（千円）  6,308,521  4,121,795

付属機器等（千円）  1,618,578  1,102,874

部品・保守修理サービス（千円）  582,902  371,504

合 計（千円）  13,237,136  7,687,613
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