
平成22年1月期 第3四半期決算短信 

平成21年12月11日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 ミライアル株式会社 上場取引所 JQ 
コード番号 4238 URL http://www.miraial.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 兵部 行遠

問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役経理部長 （氏名） 脇 新市 TEL 03-3986-3782
四半期報告書提出予定日 平成21年12月11日

配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年1月期第3四半期の連結業績（平成21年2月1日～平成21年10月31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1月期第3四半期 7,039 ― 974 ― 1,175 ― 452 ―

21年1月期第3四半期 11,982 △7.6 2,345 △39.7 2,511 △38.9 1,570 △40.5

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1月期第3四半期 44.70 ―

21年1月期第3四半期 155.19 ―

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1月期第3四半期 19,066 14,429 70.7 1,332.67
21年1月期 19,175 14,406 69.5 1,317.42

（参考） 自己資本   22年1月期第3四半期  13,485百万円 21年1月期  13,331百万円

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  
 

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1月期 ― 30.00 ― 30.00 60.00
22年1月期 ― ― ―

22年1月期 
（予想）

30.00 30.00

3.  平成22年1月期の連結業績予想（平成21年2月1日～平成22年1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  
平成21年８月27日に公表いたしました平成22年１月期の業績予想につきましては、平成21年12月11日付「業績予想の修正に関するお知らせ」にて修正し
ております。詳細につきましては、平成21年12月11日付「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

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 9,510 △32.2 1,530 △27.1 1,860 △20.0 850 △34.8 83.99



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  無  

(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】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．業績予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等
により、予想数値と異なる場合があります。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基
準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年1月期第3四半期 10,120,000株 21年1月期  10,120,000株

② 期末自己株式数 22年1月期第3四半期  758株 21年1月期  758株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年1月期第3四半期 10,119,242株 21年1月期第3四半期 10,119,330株



 当第３四半期連結累計期間における国内外の経済は、昨年からの米国金融不安に端を発した世界同時不況が一

段落したものの、本格的な企業業績の回復には至っておらず、依然として個人消費の低迷や設備投資の凍結、企

業収益の悪化、雇用調整など先行不透明な状態が続いております。 

 このような経営環境の中、プラスチック成形事業及び周辺事業では、主力製品である300ｍｍシリコンウエハ出

荷容器「ＦＯＳＢ」は、在庫調整に一服感が見られ、第１四半期後半から緩やかに受注が回復し、第３四半期も

受注の回復が継続しましたが、設備に対する稼働は低水準に推移しています。そのため、当社は、生産の効率化

により生産工場の集約化を実施し、住吉第２工場の稼働を停止しました。その結果、減損損失を計上いたしまし

た。 

 一方、成形機事業及び周辺事業では、企業における設備投資の圧縮の影響により、依然として厳しい環境が続

いております。また、子会社が提訴を受けておりました損害賠償請求訴訟は、和解が成立する見込みとなりまし

たので、当第３四半期において訴訟関連損失を計上いたしました。 

 このような中、当社グループは、厳しい経営環境の中でも利益を生み出せる体制づくりのため、設備投資の圧

縮、生産工場の集約、労務費・諸経費の削減に継続して取り組んでおります。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は7,039百万円、営業利益は974百万円、経常利益は1,175百万

円、四半期純利益は452百万円となりました。 

  

 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。 

  

（プラスチック成形事業及び周辺事業） 

 当事業の主力製品である300ｍｍシリコンウエハ出荷容器「ＦＯＳＢ」は、第３四半期に入りシリコンウエハ業

界における300ｍｍシリコンウエハの生産数量は回復してきたものの、依然として先行不透明な状態が続いており

ます。このような中、当社は年初より収益改善施策を実施し、生産数量の急激な変動に対応できる生産体制の構

築に努めましたが、生産量の回復遅れから、住吉第２工場の減損損失を計上しました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は6,209百万円、営業利益は1,532百万円となりました。 

（成形機事業及び周辺事業） 

 当事業の主力製品である射出成形機は、自動車関連やデジタル家電業界の設備投資圧縮の影響により、受注は

激減しており、厳しい業績が続いております。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は834百万円、営業損失は206百万円となりました。 

  

連結貸借対照表 

（流動資産） 

 当第３四半期連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末に比べて1,428百万円増加し、11,099百万円

となりました。これは主に、たな卸資産の減少385百万円があったものの、現金及び預金の増加1,801百万円が

あったこと等によるものです。 

（固定資産） 

 当第３四半期連結会計期間末の固定資産は、前連結会計年度末に比べて1,537百万円減少し、7,966百万円と

なりました。これは主に、減損損失373百万円をはじめとした有形固定資産の減少979百万円、長期性預金の減

少600百万円があったこと等によるものであります。 

（流動負債） 

 当第３四半期連結会計期間末の流動負債は、前連結会計年度末に比べて280百万円増加し、2,587百万円とな

りました。これは主に、未払法人税等の増加408百万円があったこと等によるものであります。 

（固定負債） 

 当第３四半期連結会計期間末の固定負債は、前連結会計年度末に比べて412百万円減少し、2,048百万円とな

りました。これは主に、長期借入金の減少255百万円、負ののれんの減少82百万円があったこと等によるもの

であります。 

（純資産） 

 当第３四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べて23百万円増加し、14,429百万円となり

ました。これは主に、四半期純利益452百万円の計上、配当金の支払303百万円による減少があったこと等によ

ります。 

  

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



 平成21年８月27日に公表いたしました平成22年１月期の業績予想につきましては、平成21年12月11日付「業績

予想の修正に関するお知らせ」にて修正しております。詳細につきましては、平成21年12月11日付「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。  

  

該当事項はありません。  

  

①当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

②通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による原価法によっておりまし

たが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月

５日公表分）が適用されたことに伴い、主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の

低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

 これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ

12,522千円減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

③所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第

一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４

月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴

い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっておりま

す。 

  また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を

耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 なお、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引につ

いては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。 

 これによる損益への影響は軽微であります。 

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３四半期連結会計期間末
(平成21年10月31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１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,939,115 6,137,855

受取手形及び売掛金 2,192,023 2,180,347

商品及び製品 205,781 475,622

仕掛品 345,859 428,309

原材料及び貯蔵品 79,770 112,644

繰延税金資産 265,404 162,702

その他 82,734 190,290

貸倒引当金 △11,044 △16,590

流動資産合計 11,099,643 9,671,182

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,068,286 5,047,632

減価償却累計額及び減損損失累計額 △2,722,935 △2,348,623

建物及び構築物（純額） 2,345,351 2,699,009

機械装置及び運搬具 6,041,612 6,022,695

減価償却累計額及び減損損失累計額 △4,975,250 △4,540,935

機械装置及び運搬具（純額） 1,066,361 1,481,759

土地 2,413,768 2,449,670

その他 3,717,902 3,700,601

減価償却累計額及び減損損失累計額 △3,170,799 △2,979,054

その他（純額） 547,102 721,546

有形固定資産合計 6,372,584 7,351,986

無形固定資産   

その他 34,630 43,265

無形固定資産合計 34,630 43,265

投資その他の資産   

投資有価証券 56,807 47,653

長期預金 400,000 1,000,000

繰延税金資産 229,910 185,925

その他 872,543 875,029

投資その他の資産合計 1,559,261 2,108,608

固定資産合計 7,966,477 9,503,860

資産合計 19,066,120 19,175,043



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年10月31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１月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 923,286 903,673

1年内返済予定の長期借入金 357,614 378,216

賞与引当金 435,671 282,461

受注損失引当金 20,515 1,638

製品保証引当金 7,583 15,162

未払法人税等 411,650 3,516

その他 430,982 722,583

流動負債合計 2,587,303 2,307,251

固定負債   

長期借入金 762,030 1,017,760

退職給付引当金 351,171 370,771

役員退職慰労未払金 345,062 345,062

繰延税金負債 261,569 301,288

負ののれん 261,374 343,816

その他 67,631 82,236

固定負債合計 2,048,839 2,460,935

負債合計 4,636,143 4,768,186

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,111,000 1,111,000

資本剰余金 1,310,000 1,310,000

利益剰余金 11,072,105 10,923,315

自己株式 △4,281 △4,281

株主資本合計 13,488,823 13,340,033

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,204 △8,644

評価・換算差額等合計 △3,204 △8,644

少数株主持分 944,358 1,075,466

純資産合計 14,429,977 14,406,856

負債純資産合計 19,066,120 19,175,043



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年10月31日) 

売上高 7,039,517

売上原価 4,744,400

売上総利益 2,295,117

販売費及び一般管理費 1,320,969

営業利益 974,147

営業外収益  

受取利息 21,941

受取配当金 431

負ののれん償却額 82,442

保険返戻金 43,428

受取賃貸料 13,729

補助金収入 54,785

その他 6,150

営業外収益合計 222,909

営業外費用  

支払利息 16,896

その他 4,295

営業外費用合計 21,192

経常利益 1,175,864

特別利益  

貸倒引当金戻入額 5,506

賞与引当金戻入額 13,428

製品保証引当金戻入額 7,579

その他 4,679

特別利益合計 31,193

特別損失  

固定資産除却損 5,419

減損損失 373,779

事業構造改善費用 31,608

訴訟関連損失 67,226

その他 3,492

特別損失合計 481,526

税金等調整前四半期純利益 725,531

法人税、住民税及び事業税 656,816

法人税等還付税額 △63,017

法人税等調整額 △189,958

法人税等合計 403,840

少数株主損失（△） △130,676

四半期純利益 452,367



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年８月１日 
 至 平成21年10月31日) 

売上高 2,702,731

売上原価 1,553,660

売上総利益 1,149,070

販売費及び一般管理費 444,294

営業利益 704,775

営業外収益  

受取利息 7,758

負ののれん償却額 27,480

保険返戻金 4,950

受取賃貸料 4,021

補助金収入 7,836

その他 472

営業外収益合計 52,519

営業外費用  

支払利息 5,193

損害賠償金 1,370

その他 143

営業外費用合計 6,706

経常利益 750,588

特別利益  

固定資産売却益 3,500

貸倒引当金戻入額 1,725

製品保証引当金戻入額 2,394

その他 661

特別利益合計 8,281

特別損失  

減損損失 363,974

訴訟関連損失 67,226

その他 3,492

特別損失合計 434,694

税金等調整前四半期純利益 324,176

法人税、住民税及び事業税 401,867

法人税等還付税額 △1,303

法人税等調整額 △224,376

法人税等合計 176,187

少数株主損失（△） △65,605

四半期純利益 213,593



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年10月31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 725,531

減価償却費 691,100

減損損失 373,779

負ののれん償却額 △82,442

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,545

賞与引当金の増減額（△は減少） 153,209

退職給付引当金の増減額（△は減少） △19,599

製品保証引当金の増減額（△は減少） △7,579

受注損失引当金の増減額（△は減少） 18,877

受取利息及び受取配当金 △22,373

支払利息 16,896

為替差損益（△は益） 73

保険返戻金 △43,428

固定資産除却損 5,419

固定資産売却損益（△は益） △3,500

売上債権の増減額（△は増加） △11,675

たな卸資産の増減額（△は増加） 385,165

その他の流動資産の増減額（△は増加） 50,798

仕入債務の増減額（△は減少） 19,536

未払消費税等の増減額（△は減少） △130,950

その他の流動負債の増減額（△は減少） △106,552

その他の固定負債の増減額（△は減少） △17,043

その他 △526

小計 1,989,174

利息及び配当金の受取額 19,473

利息の支払額 △18,505

法人税等の支払額 △277,611

法人税等の還付額 146,216

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,858,747

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 △600,000

定期預金の払戻による収入 1,050,000

有形及び無形固定資産の取得による支出 △123,399

有形及び無形固定資産の売却による収入 3,500

投資有価証券の取得による支出 △593

保険積立金の積立による支出 △99,433

保険積立金の払戻による収入 140,298

その他 2,049

投資活動によるキャッシュ・フロー 372,421



（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年10月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入れによる収入 250,000

長期借入金の返済による支出 △526,332

配当金の支払額 △303,577

財務活動によるキャッシュ・フロー △579,909

現金及び現金同等物に係る換算差額 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,651,259

現金及び現金同等物の期首残高 6,037,855

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,689,115



 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

          当第３四半期連結会計期間（自平成21年８月１日 至平成21年10月31日） 

   

          当第３四半期連結累計期間（自平成21年２月１日 至平成21年10月31日） 

 （注）１．事業の区分の方法 

           事業は、製品の種類及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

    ２. 各区分に属する主要な製品 

３．会計処理の方法の変更 

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 「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」 １．(1)会計処理基準に関す

る事項の変更 に記載のとおり、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」

(企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表分)が適用されたことに伴い、主として移動平均法によ

る原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法)に変更しておりま

す。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利益が、

プラスチック成形事業及び周辺事業で12,307千円減少しております。 

（リース取引に関する会計基準の適用） 

 「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」１．(2)に記載のとおり、第

１四半期連結会計期間より、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月

（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〕

  

プラスチック
成形事業及び
周辺事業 
（千円） 

成形機事業及
び周辺事業 
（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 
 2,479,219  223,511  2,702,731  －  2,702,731

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  2,479,219  223,511  2,702,731  －  2,702,731

営業利益又は営業損失(△)  893,693  △82,565  811,127  △106,352  704,775

  

プラスチック
成形事業及び
周辺事業 
（千円） 

成形機事業及
び周辺事業 
（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 
 6,209,904  829,612  7,039,517  －  7,039,517

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  4,499  4,499  △4,499  －

計  6,209,904  834,111  7,044,016  △4,499  7,039,517

営業利益又は営業損失(△)  1,532,397  △206,264  1,326,132  △351,985  974,147

事業区分 主要な役務又は製品 

プラスチック成形事業及び周辺事業 半導体関連製品、その他製品及び関連製品の製造販売 

成形機事業及び周辺事業 成形機、金型及び関連製品の製造販売  



17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員

会）、平成19年３月30日改正））を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に

比べて、当第３四半期連結累計期間のプラスチック成形事業及び周辺事業、成形機事業及び周辺事業

及び全社に与える影響は軽微であります。  

  

当第３四半期連結会計期間（自平成21年８月１日 至平成21年10月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成21年２月１日 至平成21年10月31日）  

 全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦」の割合が90%を超えているため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。 

  

当第３四半期連結会計期間（自平成21年８月１日 至平成21年10月31日） 

  

当第３四半期連結累計期間（自平成21年２月１日 至平成21年10月31日） 

 （注）１．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または地域 

(1)欧州地域…………ドイツ、フランス 

(2)アジア地域………韓国、台湾、中国 

(3)アメリカ地域……アメリカ 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であり、当社の把握

している商社等を通じて行った輸出を含めております。 

  

 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〕

  欧州地域 アジア地域 アメリカ地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  224,888  283,948  74,732  583,569

Ⅱ 連結売上高（千円）  ─  ─  ─  2,702,731

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 8.3  10.5  2.8  21.6

  欧州地域 アジア地域 アメリカ地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  554,900  716,859  125,936  1,397,696

Ⅱ 連結売上高（千円）  ─  ─  ─  7,039,517

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 7.9  10.2  1.8  19.9

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成20年２月１日～10月31日） 

科目 

前年同四半期 
（平成21年１月期 
第３四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高  11,982,075

Ⅱ 売上原価  7,741,726

売上総利益  4,240,349

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,894,400

営業利益  2,345,948

Ⅳ 営業外収益      

１．受取利息及び受取配当金  17,842

２．有価証券利息  45

３．負ののれんの償却額  82,442

４．保険解約返戻金等収入  70,475

５．その他  22,175

 営業外収益合計  192,980

Ⅴ 営業外費用      

１．支払利息  22,129

２．投資有価証券売却損  1,170

３．その他  4,329

 営業外費用合計  27,628

経常利益  2,511,300

Ⅵ 特別利益      

１．固定資産売却益  8,480

２．補助金等収入  517

３．その他特別利益  2,525

 特別利益合計  11,522

Ⅶ 特別損失      

１．固定資産売却損  600

２．減損損失  98,541

 特別損失合計  99,142

税金等調整前四半期（当期） 
純利益  2,423,681

税金費用  927,296

少数株主損失  △74,093

四半期（当期）純利益  1,570,478



前第３四半期連結累計期間（平成20年２月１日～10月31日） 

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期 

（平成21年１月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

 税金等調整前四半期（当期）純利益  2,423,681

 減価償却費  954,056

 減損損失  98,541

 負ののれんの償却額  △82,442

 貸倒引当金の増減額  14,718

 賞与引当金の増加額  352,297

 売上債権の減少額  485,582

 たな卸資産の増減額  345,489

 仕入債務の減少額  △146,176

 その他  196,800

小計  4,642,549

 法人税等の支払額  △1,968,619

 法人税の還付額  49,207

 その他  △5,419

営業活動によるキャッシュ・フロー  2,717,717

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

 投資有価証券の売却による収入  330

 有形・無形固定資産の取得による支出  △917,676

 その他  52,473

投資活動によるキャッシュ・フロー  △864,872

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

 長期借入金の返済による支出  △303,125

 配当金の支払額  △910,743

 少数株主への配当金の支払額  △5,031

 自己株式の取得による支出  △417

財務活動によるキャッシュ・フロー  △1,219,317

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  39

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  633,567

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  5,320,159

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期（期末） 
  残高  5,953,726



          前第３四半期連結会計期間（自平成20年２月１日 至平成20年10月31日） 

 （注）１．事業の区分の方法 

      事業は、製品の種類及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

    ２. 各区分に属する主要な製品 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、434,477千円であり、 

  その主なものは、当社の経営企画室、人事総務部、経理部等の管理部門に係る費用であります。  

  

前第３四半期連結会計期間（自平成20年２月１日 至平成20年10月31日） 

 全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦」の割合が90%を超えているため、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３四半期連結累計期間（自平成20年２月１日 至平成20年10月31日） 

 （注）１．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または地域 

(1)欧州地域…………ドイツ、フランス 

(2)アジア地域………韓国、台湾、中国 

(3)アメリカ地域……アメリカ 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であり、当社の把握

している商社等を通じて行った輸出を含めております。 

  

（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  

プラスチック
成形事業及び
周辺事業 
（千円） 

成形機事業及
び周辺事業 
（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 
 9,831,337  2,150,738  11,982,075  －  11,982,075

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  11,275  11,275  △11,275  －

計  9,831,337  2,162,014  11,993,351  △11,275  11,982,075

営業費用   7,077,437  2,124,213  9,201,650  434,477  9,636,127

営業利益  2,753,900  37,801  2,791,701  △445,753  2,345,948

事業区分 主要な役務又は製品 

プラスチック成形事業及び周辺事業 半導体関連製品、その他製品及び関連製品の製造販売 

成形機事業及び周辺事業 成形機、金型及び関連製品の製造販売  

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

  欧州地域 アジア地域 アメリカ地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,067,633  1,778,751  114,979  2,961,364

Ⅱ 連結売上高（千円）  － －  －  11,982,075

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 8.9  14.8  1.0  24.7
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