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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 1,423 △72.1 △567 ― △554 ― △560 ―

21年3月期第2四半期 5,093 ― △200 ― △219 ― △205 ―

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 △41.42 ―

21年3月期第2四半期 △17.80 ―

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 6,223 2,439 39.2 180.34
21年3月期 8,026 3,006 37.4 222.09

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  2,439百万円 21年3月期  3,003百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
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  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

通期 3,760 △55.8 △960 ― △930 ― △950 ― △70.24
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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、３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 

・平成22年３月期の連結業績予想は、平成21年10月19日発表時の業績予想と変更ありません。 
 (注)業績予想は本資料の発表時現在において入手可能な情報に基づき作成されたものであり、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。従いまして実際の業績等は、業況の変化等により、この資料に記載されている予想と大きく異なる場合がありますことをご承知おき下さい。 

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  13,550,000株 21年3月期  13,550,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  25,734株 21年3月期  23,934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  13,524,783株 21年3月期第2四半期  11,529,509株
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    当第２四半期におけるわが国経済は、各国の積極的な景気刺激策に加え人員削減等による固定費の削減により、 

 一部の企業業績は底をうち改善傾向になってきているといわれていますが、底を脱したとはいえ依然設備投資マイ 

 ンドの低い状態が続いております。「日本の景気が順調に回復していくというにはまだほど遠い」という報道もさ 

 れており、このことで雇用環境の更なる悪化や個人消費低迷の長期化が続くことも予想され、今後もこのような厳 

 しい状況が続くものと思われます。このような経済状況のもとで、当社グループは平成21年５月15日に発表しまし 

 た決算短信で述べましたように、安定した受注を確保し早期に黒字化を図ることが取り組むべき優先課題であると 

 認識し、特殊／大型射出成形機、プレス機およびサービス事業への選択と集中を強化し推進中でありますが、十分 

 な成果が出ず受注額、売上高とも依然厳しい結果となりました。 

  このような状況のもと当第２四半期の売上につきましては、射出成形機は542百万円（前年同期比82.5％減）、プ

 レス機は144百万円（前年同期比70.4％減）、金型・周辺機器等その他を含めた売上高は1,423百万円（前年同期比 

 72.1％減）となりました。このうち国内売上高は1,008百万円（前年同期比60.2％減）、海外売上高は415百万円 

（前年同期比83.8％減）となり、連結売上高に占める海外売上高は29.2％となりました。 

 

  

  当第２四半期における総資産は、6,223百万円となり、前期末に比べ1,803百万円減少しました。流動資産は、売 

 上債権の減少により、前期末に比べ1,670百万円減少の4,031百万円となりました。固定資産は、減価償却等によ  

 り、前期末に比べて133百万円減少の2,191百万円となりました。負債は仕入債務の減少等により、前期末に比べ 

 1,235百万円減少の3,784百万円となりました。純資産は、四半期純損失の計上等により、前期末に比べ567百万円減

 少の2,439百万円となりました。 

  

  今後の見通しにつきましては、平成21年10月19日付けにて業績予想の修正を行っており、現段階では業績予想の 

 変更は致しません。なお、今後の推移により業績を見直す必要が生じた場合には、適宜に見直し数値を開示する予 

 定であります。  

  

 該当事項はありません。  

  

  

 たな卸資産の評価方法 

 たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却額を見積り、簿価切

下げを行う方法によっております。  

  

  

 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
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 当社グループは、前々連結会計年度及び前連結会計年度において営業損失、当期純損失を計上、当第２四半期

連結累計期間においても営業損失567百万円、四半期純損失560百万円を計上し、継続的に損失を計上しておりま

す。 

 当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。 

 前々連結会計年度及び前連結会計年度の損失発生の主因は、多額のたな卸資産の評価損・処分損（前々連結会

計年度は645百万円、前連結会計年度は523百万円）であり、多額のたな卸資産の評価損・処分損を発生させない

ような対策として、見込生産の原則禁止と原材料在庫の削減を推進しています。当第２四半期連結累計期間の損

失発生の主因は、売上の大幅減少によるものであります。 

 四半期連結財務諸表提出会社である当社は、当該状況を解消すべく特殊／大型射出成形機、プレス機およびサ

ービス事業への選択と集中をより強化し下記施策を推進し、さらに事業規模に見合ったサイズダウンを早急に検

討し固定費の大幅削減を強力に進めていきます。 

  

１．営業施策 

  顧客ニーズをとらえた機械・システムの開発とサービスの提案を強化していく。 

  ① 特殊／大型射出成形機 

  ・ 成形品の薄肉、軽量化ニーズへの専用機の開発・販売および成形ノウハウの提案（当第２四半期累計受

注実績156百万円） 

  ・ 導光板、ブルーレイディスク関連顧客への精密専用成形機および成形システムの提案・販売（当第２四

半期累計受注実績41百万円） 

  ・ 異材質およびリサイクル材料を使用可能とする機械、装置の開発・販売 

 ・ 差別化された大型直圧電動成形機（Ｍｕ―Ｄシリーズ）の販売（当第２四半期累計受注実績179百万

円） 

  ② プレス機 

・ プレス機・ラミネータ機の既存顧客の囲い込みによる販売強化（当第２四半期累計受注実績103百万

円） 

・ 太陽電池関連装置等の新用途に適応したラミネータ機の開発 

  ③ サービス 

・ 既設機の付加価値向上のための提案、改造、点検の強化（当第２四半期累計受注実績11百万円） 

２．株式会社日本製鋼所との資本業務提携の推進 

  ① 中・小型電動射出成形機の受託販売 

  ② 営業基盤相互活用による販売強化 

  ③ 資材共同調達によるコストダウン 

  ④ 新機種共同開発（バンパー専用大型電動射出成形機、大型対向２色電動射出成形機等） 

３．その他の施策 

 平成21年５月15日に発表しました下記人件費削減策（下記以外のものを含めトータルで年間373百万円の削 

減）については、既に実施済であります。 

  ① 役員体制のスリム化（６名から４名へ）及び役員報酬（含む兼務役員給料）のさらなるカット（当第２

    四半期累計削減実績14百万円） 

  ② 定年再雇用制度の一時凍結（年間41人の従業員削減、当第２四半期累計従業員削減数29名、当第２四半

    期累計削減金額実績23百万円） 

  ③ 人件費等固定費の削減（８月から組合員10％、管理職追加５％・累計15％の賃金カット実施） 

（４）継続企業の前提に関する重要事象等
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 当社グループの経営成績、株価及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあ

ります。 なお、文中における将来に関する事項は第２四半期決算短信提出日（平成21年11月６日）現在におい

て当社グループが判断したものであります。 

① 経済状況  

 当社グループの売上高のうち、約30％がアジア、米国等への輸出によるものです。従いまして、日本をはじめ

これらの国々の景気後退、その他経済活動に悪影響を及ぼす情勢の変動が当社グループの業績、財務状況に悪影

響を及ぼす可能性があります。 

 また、当社グループの競合他社には製造コスト削減を図る為、当社グループの主要市場である中国に生産拠点

を置くところもあり、同地域で販売する主力製品の一部で価格競争が激化し当社グループの業績、財務状況に悪

影響を及ぼす可能性があります。 

② 為替レートの変動 

 当社グループは、取引の大半を円建てで行っており為替変動の影響を直接受けることは殆どありませんが、一

部の部品、資材等を海外で調達していることもあり、急激な為替変動により顧客から販売価格の値下げ要請や仕

入れ業者から値上げ要求などが予想されることから間接的には当社グループの業績、財務状況に悪影響を及ぼす

可能性が生じます。 

③ 価格競争 

 プラスチック射出成形機、プレス機業界の価格競争は従前より熾烈を極めておりますが、中国経済の台頭は新

たな市場を創生する一方、安価な競合製品の供給者も生む結果となっており、当社グループの販売する一部製品

において一層激しい価格競争がおき、市場シェアを維持もしくは拡大し収益性を保つことが出来ない可能性があ

ります。 

④ 災害等による影響 

 当社グループの本社及び生産工場は愛知県大府市にあります。同地域を含めた東海地方は大規模な地震が発生

する可能性がある地域とされており、万一大規模地震が発生し操業を中断する事象が生じた場合は業績、財務状

況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

⑤ 退職給付債務 

 当社グループの従業員退職給付費用及び債務は、割引率等数理計算上で設定される前提条件や年金資産の期待

収益率に基づいて算出されております。実際の結果が前提条件と異なる場合、又は前提条件が変更された場合、

その影響は累積され、将来にわたって規則的に認識されるため、一般的には将来期間において認識される費用及

び計上される債務に影響を及ぼします。年金資産運用での収益により当社グループの退職給付費用は減少してき

ておりますが、一層の割引率の低下や運用利回りの悪化は当社グループの業績、財務状況に悪影響を及ぼす可能

性があります。 

⑥ 提出会社が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他

 提出会社の経営に重要な影響を及ぼす事象 

 当社グループは、前々連結会計年度及び前連結会計年度において営業損失、当期純損失を計上、当連結会計年

度に入りましても営業損失567百万円、四半期純損失560百万円を計上し、継続的に損失を計上しております。当

該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 

（５）事業等のリスク
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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 714,805 1,280,342 

受取手形及び売掛金 870,406 1,951,619 

製品 302,222 548,959 

仕掛品 545,236 390,741 

原材料及び貯蔵品 1,568,710 1,495,921 

その他 35,564 39,607 

貸倒引当金 △5,374 △5,596 

流動資産合計 4,031,571 5,701,595 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 959,193 1,001,912 

機械装置及び運搬具（純額） 397,608 449,285 

その他（純額） 421,187 434,447 

有形固定資産合計 1,777,989 1,885,645 

無形固定資産 46,050 38,630 

投資その他の資産   

その他 580,043 617,210 

貸倒引当金 △212,610 △216,450 

投資その他の資産合計 367,433 400,760 

固定資産合計 2,191,472 2,325,036 

資産合計 6,223,043 8,026,631 
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 480,415 1,360,987 

短期借入金 1,341,739 1,349,500 

1年内返済予定の長期借入金 402,278 452,066 

未払法人税等 12,408 21,210 

製品保証引当金 22,941 32,666 

その他 178,446 312,227 

流動負債合計 2,438,228 3,528,658 

固定負債   

長期借入金 111,570 128,356 

退職給付引当金 1,162,459 1,294,675 

役員退職慰労引当金 2,587 2,580 

その他 69,182 65,457 

固定負債合計 1,345,798 1,491,069 

負債合計 3,784,027 5,019,728 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,748,500 2,748,500 

資本剰余金 365,270 1,370,509 

利益剰余金 △525,585 △970,628 

自己株式 △6,503 △6,394 

株主資本合計 2,581,681 3,141,985 

評価・換算差額等   

繰延ヘッジ損益 2,356 － 

為替換算調整勘定 △145,022 △138,006 

評価・換算差額等合計 △142,665 △138,006 

少数株主持分 － 2,924 

純資産合計 2,439,015 3,006,903 

負債純資産合計 6,223,043 8,026,631 
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（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 5,093,978 1,423,760 

売上原価 4,157,988 1,195,541 

売上総利益 935,989 228,218 

販売費及び一般管理費 1,136,839 795,350 

営業損失（△） △200,849 △567,131 

営業外収益   

受取利息 693 161 

受取配当金 100 136 

仕入割引 503 80 

助成金収入 － 44,403 

物品売却益 1,720 － 

その他 4,048 5,521 

営業外収益合計 7,065 50,303 

営業外費用   

支払利息 20,817 24,193 

為替差損 － 13,120 

手形売却損 3,590 115 

その他 1,198 308 

営業外費用合計 25,607 37,737 

経常損失（△） △219,391 △554,565 

特別利益   

固定資産売却益 1,316 938 

貸倒引当金戻入額 27,201 80 

役員退職慰労金返上益 － 800 

特別利益合計 28,517 1,819 

特別損失   

固定資産除売却損 2,081 884 

特別損失合計 2,081 884 

税金等調整前四半期純損失（△） △192,955 △553,631 

法人税、住民税及び事業税 13,434 9,488 

法人税等合計 13,434 9,488 

少数株主損失（△） △1,198 △2,924 

四半期純損失（△） △205,191 △560,195 

8



（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（△） △192,955 △553,631 

減価償却費 119,090 107,507 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △27,333 △4,062 

製品保証引当金の増減額（△は減少） △3,452 △9,725 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △39,229 △132,216 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △40 7 

前払年金費用の増減額（△は増加） 19,368 32,443 

受取利息及び受取配当金 △1,296 △378 

支払利息 20,817 24,193 

為替差損益（△は益） 169 275 

固定資産除却損 996 884 

固定資産売却損益（△は益） △231 △938 

売上債権の増減額（△は増加） 1,002,538 1,084,298 

たな卸資産の増減額（△は増加） 532,165 32,603 

仕入債務の増減額（△は減少） △1,434,982 △864,924 

その他の流動資産の増減額（△は増加） 243,900 8,665 

その他の流動負債の増減額（△は減少） 60,182 △137,096 

その他の固定負債の増減額（△は減少） － △2,798 

小計 299,709 △414,892 

利息及び配当金の受取額 1,296 378 

利息の支払額 △20,817 △24,193 

法人税等の支払額 △18,127 △18,021 

営業活動によるキャッシュ・フロー 262,061 △456,727 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形及び無形固定資産の取得による支出 △15,442 △30,460 

有形及び無形固定資産の売却による収入 3,759 1,472 

その他の支出 △372 △836 

その他の収入 2,279 1,498 

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,775 △28,325 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 29,786 1,739 

短期借入金の返済による支出 △22,368 △9,500 

長期借入れによる収入 － 10,000 

長期借入金の返済による支出 △69,240 △76,574 

リース債務の返済による支出 － △3,669 

自己株式の取得による支出 △54 △108 

配当金の支払額 △6 － 

財務活動によるキャッシュ・フロー △61,883 △78,111 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,285 △2,370 
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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) 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 189,117 △565,536 

現金及び現金同等物の期首残高 1,356,416 1,280,342 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,545,534 714,805 
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 当社グループは、前々連結会計年度及び前連結会計年度において営業損失、当期純損失を計上、当第２四半期

連結累計期間においても営業損失567,131千円、四半期純損失560,195千円を計上し、継続的に損失を計上してお

ります。 

 当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。 

 四半期連結財務諸表提出会社である当社は、当該状況を解消すべく特殊／大型射出成形機、プレス機およびサ

ービス事業への選択と集中をより強化し下記施策を推進し、さらに事業規模に見合ったサイズダウンを早急に検

討し固定費の大幅削減を強力に進めていきます。 

 しかし、これらの対応策を実施していくためには、各企業の設備投資額が回復していくことが前提となってお

りますが、平成21年度上期（４月から９月まで）の射出成形機業界の出荷実績が2,878台で平成20年度上期出荷 

実績の39％の低位に止まっており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。 

 なお、当社グループは下記のような対応策を実行中であり、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成

しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を四半期連結財務諸表には反映しておりません。 

  

１．営業施策 

  顧客ニーズをとらえた機械・システムの開発とサービスの提案を強化していく。 

  ① 特殊／大型射出成形機 

  ・ 成形品の薄肉、軽量化ニーズへの専用機の開発・販売および成形ノウハウの提案（当第２四半期累計受

注実績156,950千円） 

  ・ 導光板、ブルーレイディスク関連顧客への精密専用成形機および成形システムの提案・販売（当第２四

半期累計受注実績41,570千円） 

  ・ 異材質およびリサイクル材料を使用可能とする機械、装置の開発・販売 

 ・ 差別化された大型直圧電動成形機（Ｍｕ―Ｄシリーズ）の販売（当第２四半期累計受注実績179,600千

円） 

  ② プレス機 

・ プレス機・ラミネータ機の既存顧客の囲い込みによる販売強化（当第２四半期累計受注実績103,260千

円） 

・ 太陽電池関連装置等の新用途に適応したラミネータ機の開発 

  ③ サービス 

・ 既設機の付加価値向上のための提案、改造、点検の強化（当第２四半期累計受注実績11,600千円） 

２．株式会社日本製鋼所との資本業務提携の推進 

  ① 中・小型電動射出成形機の受託販売 

  ② 営業基盤相互活用による販売強化 

  ③ 資材共同調達によるコストダウン 

  ④ 新機種共同開発（バンパー専用大型電動射出成形機、大型対向２色電動射出成形機等） 

３．その他の施策 

 平成21年５月15日に発表しました下記人件費削減策（下記以外のものを含めトータルで年間373,000千円の 

 削減）については、既に実施済であります。 

  ① 役員体制のスリム化（６名から４名へ）及び役員報酬（含む兼務役員給料）のさらなるカット（当第２

    四半期累計削減実績14,256千円） 

  ② 定年再雇用制度の一時凍結（年間41人の従業員削減、当第２四半期累計従業員削減数29名、当第２四半

    期累計削減金額実績23,704千円） 

  ③ 人件費等固定費の削減（８月から組合員10％、管理職追加５％・累計15％の賃金カット実施） 

（４）継続企業の前提に関する注記
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 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）及び当第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） 

 当社グループは、製品の種類、性質、製造方法、販売市場等の類似性から判断して、同種・同系列の製品を専

ら製造販売しているので、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。 

  

 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）及び当第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）  

 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。 

  

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） 

 （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．各区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

      (1) アジア………………中国・タイ・韓国・台湾 

      (2) 北米…………………アメリカ 

      (3) その他………………オーストラリア 

    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。 

  

 該当事項はありません。 

  

  該当事項はありません。   

  

  

（５）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〕

〔海外売上高〕

  アジア 北米 その他  計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  2,487,911  56,811  16,235  2,560,958

Ⅱ 連結売上高（千円）                    5,093,978

Ⅲ 連結売上高に占める海外

売上高の割合（％） 
 48.9  1.1  0.3  50.3

  アジア 北米 その他  計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  382,131  25,684  7,504  415,320

Ⅱ 連結売上高（千円）                    1,423,760

Ⅲ 連結売上高に占める海外

売上高の割合（％） 
 26.8  1.8  0.6  29.2

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報
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