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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 3,125 △37.5 △32 ― △18 ― △21 ―
21年3月期第2四半期 5,005 ― 413 ― 402 ― 221 ―

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 △2.31 ―
21年3月期第2四半期 23.83 ―

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 7,932 3,931 49.6 423.75
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2四半期  3,931百万円 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  無  
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
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 ― 3.50 ― 3.50 7.00
22年3月期 ― 0.00
22年3月期 

（予想）
― ― ―

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 6,800 △30.2 10 △98.6 20 △97.0 10 △97.3 1.07
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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．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、４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2四半期 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2四半期  71,599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2四半期 9,278,930株 21年3月期第2四半期 9,280,258株
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当第２四半期までの金型部門の状況につきましては、主力の自動車用プラスチック金型は、昨秋からの世

界的な景気後退の影響により、国内自動車メーカー各社の新車開発計画の延期、中止が相継ぎ、第１四半期

の受注は減少しました。第２四半期以降も、販売価格の下落が著しく、環境は一層厳しさを増してきまし

た。このような状況の中で、当社はインパネ金型を中心とするリードタイム短縮やコストダウンの「見える

化」を通じて、競合他社との価値提供の差別化を進めることにより顧客ロイヤリティの向上を追求してきま

した。生産面では、ＳＴＰＳ（セキスイトッププロダクションシステム）活動を推進し、工期短縮やロス・

ムダの排除に努めました。また、グローバル戦略として、新たに中国と韓国、カナダにメンテナンス拠点を

設け16ヶ国22拠点に拡充しました。しかしながら、金型部門の当第２四半期までの売上高は、2,140百万円

（前年同期比43.5%減）となり、営業損失は150百万円（前年同期は286百万円の利益）となりました。 

産業機器部門の状況につきましては、主要顧客からの高機能フィルム、シート押出機関連の設備投資需要

が大幅に減少し、引合いは低調に推移しました。このような中、押出機業界トップ３を目指し、昨年上市し

た「高精度厚み自動Ｔダイ」に加え、「光学用フィルム成形装置」、「超省エネ、超生産性熱可塑性樹脂押

出成形設備」等、お客様の満足を得られる製品づくりを最優先とした提案営業を実施してきました。その結

果、産業機器部門の当第２四半期までの売上高は985百万円（前年同期比19.1%減）となり、営業利益は117

百万円（前年同期比7.4%減）となりました。 

以上の結果、当社グループの当第２四半期までの営業成績は、売上高は3,125百万円(前年同期比37.5%減)

となり、営業損失32百万円（前年同期は413百万円の利益）、経常損失18百万円（前年同期は402百万円の利

益）となりました。第２四半期純損益は法人税等調整額を含め21百万円の損失（前年同期は221百万円の純

利益）となりました。 

  

当第２四半期の総資産は前連結会計年度末に比べ1,072百万円減少し、7,932百万円となりました。また純

資産は配当金の支払等により前連結会計年度末に比べ51百万円減少し、3,931百万円となりました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動により得られた資金は150百万円となりました。主な増加の内訳は、減価償却費165百万円と売上

債権の減少1,096百万円、たな卸資産の減少192百万円などによるものです。  

（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114百万円となりました。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53百万円となりました。主な増加の内訳は、短期借入金が300百万円増加

したことによるものです。  

以上の結果、当第２四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89百万円増加し、

628百万円となりました。 

  

・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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今後の見通しにつきましては、当社グループに関連する金型市場は、環境対応車と新興国を中心とする自

動車販売台数の増加で、国内主要自動車メーカー各社の新車開発需要は徐々に回復してくるものと思われま

す。一方、産業機器市場では、高機能フィルム・シート押出機関連設備の需要は、厳しい状況が続くものと

思われます。 

このような状況の中で、金型部門におきましては、インパネ金型のバリュープロポジション（価値提案）

構築を引き続き推進し、エンジニアリングソリューション提案による新たなブランド価値創造、バルブゲー

トシステムの商品ラインアップ拡大によるブランド力向上、結城工場の大型金型対応に向けた成形機の早期

導入を進めてまいります。またグローバルパートナーの戦略的活用や、ポルトガル、インド、カナダでのメ

ンテナンス拠点の補強を進めてまいります。 

産業機器部門におきましては、コア技術であるＴダイの設計・加工技術の向上と高精度厚み自動Ｔダイの

技術強化に努め、得意分野に絞り込んだ重点顧客への提案活動により、押出機業界トップ３に叶う仕事に取

り組んでまいります。 

また、現在実施中の緊急収益確保プロジェクトをさらに強力に推し進め、徹底した経費の削減と雇用調整

助成金制度の活用などにより、全社一丸となって通期での黒字確保に努めてまいります。 

  
  
  

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２四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２四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。  

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

（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 628,783 539,218

受取手形及び売掛金 2,401,293 3,521,067

仕掛品 503,320 692,257

原材料及び貯蔵品 44,165 48,206

繰延税金資産 161,834 101,878

その他 82,407 43,067

流動資産合計 3,821,803 4,945,695

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 970,960 1,007,115

機械装置及び運搬具（純額） 939,500 963,967

土地 1,883,795 1,883,795

建設仮勘定 135,145 8,697

その他（純額） 49,656 58,553

有形固定資産合計 3,979,058 3,922,129

無形固定資産   

ソフトウエア 56,023 57,256

その他 6,068 6,116

無形固定資産合計 62,092 63,373

投資その他の資産   

繰延税金資産 113 7,274

その他 92,349 66,129

貸倒引当金 △22,911 －

投資その他の資産合計 69,551 73,403

固定資産合計 4,110,702 4,058,906

資産合計 7,932,505 9,004,601

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,199,989 2,171,112

短期借入金 1,459,570 1,197,070

未払法人税等 64,013 171,014

賞与引当金 97,000 133,700

設備関係支払手形 14,685 23,391

設備関係未払金 184,309 69,045

その他 161,165 242,878

流動負債合計 3,180,732 4,008,212

固定負債   

長期借入金 765,020 941,680

長期未払金 45,335 45,335

退職給付引当金 7,708 25,753

繰延税金負債 1,956 －

固定負債合計 820,020 1,012,768

負債合計 4,000,753 5,020,981
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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 1,613,000 1,613,000

資本剰余金 831,151 831,151

利益剰余金 1,499,134 1,553,078

自己株式 △17,043 △16,809

株主資本合計 3,926,242 3,980,420

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,510 3,200

評価・換算差額等合計 5,510 3,200

純資産合計 3,931,752 3,983,620

負債純資産合計 7,932,505 9,004,601

㈱積水工機製作所(6487)平成22年３月期第２四半期決算短信
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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 5,005,537 3,125,970

売上原価 4,224,074 2,786,360

売上総利益 781,463 339,609

販売費及び一般管理費 367,755 372,580

営業利益又は営業損失（△） 413,707 △32,970

営業外収益   

受取配当金 517 466

仕入割引 1,994 1,356

補助金収入 － 10,559

助成金収入 － 14,212

その他 892 559

営業外収益合計 3,404 27,154

営業外費用   

支払利息 12,907 12,531

その他 1,227 551

営業外費用合計 14,134 13,083

経常利益又は経常損失（△） 402,977 △18,898

特別損失   

固定資産除却損 3,879 －

たな卸資産評価損 15,171 －

特別損失合計 19,050 －

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（△）

383,926 △18,898

法人税、住民税及び事業税 161,300 54,990

法人税等調整額 1,452 △52,423

法人税等合計 162,752 2,567

四半期純利益又は四半期純損失（△） 221,174 △21,465

㈱積水工機製作所(6487)平成22年３月期第２四半期決算短信
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【第２四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 3,028,939 2,079,986

売上原価 2,464,353 1,773,930

売上総利益 564,585 306,056

販売費及び一般管理費 186,872 189,320

営業利益 377,713 116,735

営業外収益   

仕入割引 922 596

助成金収入 － 14,212

その他 1 503

営業外収益合計 924 15,312

営業外費用   

支払利息 6,451 6,319

その他 312 225

営業外費用合計 6,764 6,545

経常利益 371,873 125,503

特別損失   

固定資産除却損 3,879 －

特別損失合計 3,879 －

税金等調整前四半期純利益 367,993 125,503

法人税、住民税及び事業税 115,900 52,318

法人税等調整額 37,062 3,902

法人税等合計 152,962 56,220

四半期純利益 215,031 69,283

㈱積水工機製作所(6487)平成22年３月期第２四半期決算短信
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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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

383,926 △18,898

減価償却費 145,339 165,866

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 22,911

受取利息及び受取配当金 △518 △706

支払利息 12,907 12,531

売上債権の増減額（△は増加） △268,102 1,096,863

たな卸資産の増減額（△は増加） 141,588 192,977

仕入債務の増減額（△は減少） △110,965 △971,123

未払消費税等の増減額（△は減少） 35,853 △63,517

賞与引当金の増減額（△は減少） 13,500 △36,700

退職給付引当金の増減額（△は減少） △15,662 △18,045

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） 45,335 －

その他 30,848 △60,288

小計 370,189 321,868

利息及び配当金の受取額 518 871

利息の支払額 △13,028 △12,229

法人税等の支払額 △103,666 △159,652

営業活動によるキャッシュ・フロー 254,012 150,858

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △1,728 －

有形固定資産の取得による支出 △168,241 △108,034

その他 △15,706 △6,335

投資活動によるキャッシュ・フロー △185,676 △114,369

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） 200,000 300,000

長期借入金の返済による支出 △235,200 △214,160

自己株式の純増減額（△は増加） △371 △233

配当金の支払額 △27,719 △32,530

財務活動によるキャッシュ・フロー △63,291 53,075

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 5,044 89,564

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 180,765 628,783
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該当事項なし 

  

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) 

  

 
(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 

  

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 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

3,787,161 1,218,376 5,005,537  ― 5,005,537

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― (  ― ) ―

計 3,787,161 1,218,376 5,005,537 (  ― ) 5,005,537

営業利益 286,869 126,838 413,707 (  ― ) 413,707

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

2,140,117 985,852 3,125,970  ― 3,125,970

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― (  ― ) ―

計 2,140,117 985,852 3,125,970 (  ― ) 3,125,970

営業利益又は営業損失(△)  △150,435 117,465 △32,970 (  ― ) △32,970
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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) 

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) 

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) 

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２四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。 

  

 
(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２四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。 

  

 
(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 1,967,143 △46.6 1,206,375 △36.3

産業機器 416,798 △78.2 587,684 △67.1

合計 2,383,941 △57.4 1,794,059 △51.2

 (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 2,140,117 △43.5

産業機器 985,852 △19.1

合計 3,125,970 △37.5
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