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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12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3月期第3四半期 9,727 △42.0 638 △77.8 724 △74.8 400 △72.4

21年3月期第3四半期 16,758 ― 2,875 ― 2,870 ― 1,455 ―

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3四半期 22.92 ―

21年3月期第3四半期 81.75 ―

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3四半期 20,277 17,972 88.5 1,026.12
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3四半期  17,948百万円 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  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 ― 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  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 13,087 △32.1 893 △68.4 913 △67.5 511 △65.2 29.21
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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 

上記の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3四半期 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3四半期 327,611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3四半期 17,491,561株 21年3月期第3四半期 17,797,875株
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 当期第３四半期における世界経済は、中国をはじめとするアジアの新興国においては回復基調にあるものの全般的

には依然として厳しい経済環境であり、先行きの不透明な状況が続きました。特に国内においては、製造業の生産や

輸出は増加しつつありますが、円高、雇用情勢の悪化等、景気は依然厳しい状況が続いております。 

  当社の関連する業界におきましても、アジア向けの設備需要は回復傾向にありますが、欧米や国内の需要は低水準

で推移しております。 

 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地域や新規分野において営業活動を強化し、新製品の開

発、更なる品質向上・コスト削減により体質強化に努めてまいりました結果、当第3四半期連結累計期間における受

注は回復傾向にありますが、売上高は9,727百万円となりました。利益面に関しましては売上高の減少が大きく影響

したものの、継続的な経費の見直しを行い、営業利益は638百万円、経常利益は724百万円、純利益は400百万円とな

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1,604百万円減少し16,123百万円となりました。現金及び預金は1,749百万円

増加しましたが、受取手形及び売掛金が1,271百万円、仕掛品が2,034百万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1,700百万円減少の20,277百万円となりました。 

 流動負債は前連結会計年度末に比べ1,786百万円減少し2,165百万円となりました。これは支払手形及び買掛金が

1,503百万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1,808百万円減少し

て2,304百万円となりました。 

 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51百万円増加したことなどか

ら108百万円増加の17,972百万円となりました。 

  

  

 現時点で、平成21年11月５日に公表いたしました平成22年３月期の業績予想（通期）に変更はありません。   

  

該当事項はありません。 

  

  

 税金費用については、当第３四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
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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３四半期連結会計期間末
(平成21年12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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,231,746 7,482,165

受取手形及び売掛金 3,054,492 4,325,606

有価証券 900,000 1,132,200

商品及び製品 638,191 551,308

仕掛品 521,634 2,556,194

原材料及び貯蔵品 1,178,013 1,187,916

繰延税金資産 318,909 365,585

その他 294,523 137,124

貸倒引当金 △13,721 △9,475

流動資産合計 16,123,790 17,728,625

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,099,848 1,181,998

土地 2,048,553 2,002,911

その他 195,155 253,181

有形固定資産合計 3,343,557 3,438,091

無形固定資産   

のれん 2,010 8,043

その他 173,513 163,746

無形固定資産合計 175,524 171,789

投資その他の資産   

投資有価証券 245,649 237,282

繰延税金資産 132,841 137,495

その他 299,851 271,855

貸倒引当金 △43,882 △7,640

投資その他の資産合計 634,459 638,993

固定資産合計 4,153,541 4,248,874

資産合計 20,277,332 21,977,500
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12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３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,325,110 2,828,673

未払金 228,051 231,546

未払法人税等 11,809 208,446

賞与引当金 109,000 246,000

役員賞与引当金 8,174 13,100

製品保証引当金 131,768 132,314

その他 351,403 292,015

流動負債合計 2,165,316 3,952,096

固定負債   

繰延税金負債 258 221

役員退職慰労引当金 66,780 87,685

その他 72,085 73,392

固定負債合計 139,123 161,299

負債合計 2,304,439 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 14,607,927 14,556,891

自己株式 △345,869 △345,298

株主資本合計 18,271,627 18,221,162

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 48,607 3,446

為替換算調整勘定 △371,854 △383,163

評価・換算差額等合計 △323,246 △379,716

少数株主持分 24,511 22,657

純資産合計 17,972,892 17,864,104

負債純資産合計 20,277,332 21,977,500
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（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）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 16,758,370 9,727,812

売上原価 10,288,422 6,355,954

売上総利益 6,469,947 3,371,857

販売費及び一般管理費 3,594,073 2,733,230

営業利益 2,875,873 638,627

営業外収益   

受取利息 46,747 52,100

受取配当金 5,182 3,611

仕入割引 15,537 4,966

為替差益 － 9,858

その他 15,590 19,125

営業外収益合計 83,057 89,662

営業外費用   

貸倒損失 3,282 －

為替差損 83,126 －

リース解約損 － 2,421

その他 2,309 1,219

営業外費用合計 88,719 3,641

経常利益 2,870,212 724,647

特別利益   

固定資産売却益 － 2,782

投資有価証券売却益 10,137 －

その他 1,310 －

特別利益合計 11,448 2,782

特別損失   

固定資産除売却損 1,458 4,678

有価証券売却損 453,560 －

その他 1,329 －

特別損失合計 456,348 4,678

税金等調整前四半期純利益 2,425,312 722,751

法人税等 965,457 321,252

少数株主利益 4,848 630

四半期純利益 1,455,006 400,868
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 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３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日）  

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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 
 14,105,468  1,581,683  807,390  263,826  16,758,370  －  16,758,370

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 1,448,574  4,150  164,988  5,145  1,622,858 ( )1,622,858  －

計  15,554,042  1,585,834  972,378  268,972  18,381,229 ( )1,622,858  16,758,370

営業利益  2,779,248  18,132  23,639  12,871  2,833,890  41,983  2,875,873

  
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 
 8,165,202  902,182  479,605  180,821  9,727,812  －  9,727,812

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 998,845  3,896  88,528  8,594  1,099,865 ( )1,099,865  －

計  9,164,047  906,078  568,134  189,415  10,827,677 ( )1,099,865  9,727,812

営業利益又は営業損

失（△） 
 724,352  △76,228  △61,488  12,123  598,759  39,867  638,627
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前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日）  

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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）  4,110,478  3,015,518  3,032,510  123,139  10,281,646

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － －  16,758,370

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
 24.5  18.0  18.1  0.7  61.4

  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）  2,839,952  1,580,906  1,749,915  78,993  6,249,767

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － －  9,727,812

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
 29.2  16.2  18.0  0.8  64.2

（５）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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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３四半期連結累計期間
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日） 

取出ロボット（千円）  5,833,584  3,359,519

ストック装置（千円）  388,818  181,997

特注機（千円）  5,377,289  844,482

付属機器等（千円）  2,505,420  1,674,851

部品・保守修理サービス（千円）  845,858  648,734

合 計（千円）  14,950,971  6,709,585

製品等の区分 
前第３四半期連結会計期間末
（平成20年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間末
（平成21年12月31日） 

取出ロボット（千円）  836,638  818,116

ストック装置（千円）  47,927  51,704

特注機（千円）  4,036,908  375,253

付属機器等（千円）  493,120  350,005

部品・保守修理サービス（千円）  －  －

合 計（千円）  5,414,594  1,595,080

製品等の区分 
前第３四半期連結累計期間
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日） 

取出ロボット（千円）  6,178,409  3,009,937

ストック装置（千円）  397,869  152,161

特注機（千円）  6,860,861  4,291,521

付属機器等（千円）  2,475,371  1,625,457

部品・保守修理サービス（千円）  845,858  648,734

合 計（千円）  16,758,370  9,727,812
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