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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 4,933 △69.3 △561 ― △316 ― △1,305 ―

21年3月期第3四半期 16,075 ― 1,529 ― 1,552 ― 882 ―

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 △132.56 ―

21年3月期第3四半期 89.58 ―

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 11,859 7,890 66.5 801.00
21年3月期 17,433 9,358 53.7 950.16

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  7,889百万円 21年3月期  9,358百万円

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 ― 20.00 20.00
22年3月期 ― 0.00 ―

22年3月期 
（予想）

10.00 10.00

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 7,500 △64.8 △1,375 ― △1,090 ― △2,065 ― △209.65
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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、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） 

(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 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、 
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について 
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」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 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 9,850,000株 21年3月期  9,850,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  76株 21年3月期  76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 9,849,924株 21年3月期第3四半期 9,849,924株
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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

　当第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31日まで）におけるわが国経済は、一昨年の金融

危機に端を発した景気の急速な悪化は底を打ち、持ち直しの動きが見られるものの、失業率が高水準にあるなど依然

として厳しい状況が続きました。

　当社の主要顧客である自動車業界におきましては、各国における自動車購入促進策や中国を中心とした新興国の経

済発展により需要の回復は見られたものの、依然として厳しい状況が続きました。

　このような状況の中、当第３四半期連結累計期間の受注高につきましては、プレス機械は自動車業界の設備投資の

減少の影響により、厳しい状況が続いており、当第３四半期連結累計期間中に受注済案件の減額もあり、253百万円

（前年同四半期比95.3％減）となりました。ＦＡシステム製品も同様に758百万円（前年同四半期比79.5％減）となり

ました。アフターサービス工事も1,846百万円（前年同四半期比43.9％減）に止まりました。全体では2,858百万円（前

年同四半期比76.9％減）となりました。受注残高は前連結会計年度末に比べ2,075百万円減少し6,133百万円となりま

した。

　売上高につきましても、プレス機械は1,880百万円（前年同四半期比78.4％減）、ＦＡシステム製品は1,292百万円

（前年同四半期比65.5％減）、アフターサービス工事は1,760百万円（前年同四半期比51.3％減）と非常に厳しい結果

となり、全体では4,933百万円（前年同四半期比69.3％減）となりました。

　この結果、損益面につきましては、営業損失561百万円（前年同四半期は営業利益1,529百万円）、経常損失316百万

円（前年同四半期は経常利益1,552百万円）となり、四半期純損益は、繰延税金資産945百万円全額の取崩により、四

半期純損失1,305百万円（前年同四半期は四半期純利益882百万円）となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

（１）資産、負債及び純資産の状況

　当第３四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、前連結会計年度末に比べ5,029百万円減少し、8,160

百万円となりました。これは、主に現金及び預金、受取手形及び売掛金が減少したことによるものであります。

　固定資産の残高は、前連結会計年度末に比べ544百万円減少し、3,698百万円となりました。これは、主にのれ

ん及び投資有価証券は増加したものの、有形固定資産及び繰延税金資産が減少したことによるものであります。

　負債の残高は、前連結会計年度末に比べ4,105百万円減少し、3,968百万円となりました。これは、主に支払手

形及び買掛金、未払金及び未払費用が減少したことによるものであります。

　純資産の残高は、前連結会計年度末に比べ1,468百万円減少し、7,890百万円となりました。これは、主に利益

剰余金が減少したことによるものであります。

（２）キャッシュ・フローの状況

　当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、売上債権の減少等はあっ

たものの、たな卸資産の増加、仕入債務及び未払金の減少、定期預金の預入による支出及び子会社株式の取得に

よる支出等の要因により、前連結会計年度末に比べ2,856百万円減少し、当第３四半期連結会計期間末には2,306

百万円となりました。

　当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第３四半期連結累計期間において営業活動の結果使用した資金は、1,587百万円（前年同四半期は3,848百万

円の獲得）となりました。これは、主に売上債権の減少等はあったものの、たな卸資産の増加、仕入債務、未払

費用及び未払金の減少があったことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第３四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は、1,083百万円（前年同四半期比0.4％減）

となりました。これは、主に定期預金の預入による支出及び子会社株式の取得による支出があったことによるも

のであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第３四半期連結累計期間において財務活動の結果使用した資金は、196百万円（前年同四半期比47.7％減）と

なりました。これは、主に配当金の支払額があったことによるものであります。
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３．連結業績予想に関する定性的情報

　平成22年３月期の連結業績見通しにつきましては、平成22年１月15日に下記のとおり変更しております。売上高に

つきましては、プレス機械及びＦＡシステム製品の受注時期の遅れにより、来期に売上がずれたことから、平成21年

10月29日に公表した前回予想から900百万円減少の7,500百万円となる見込みであります。営業損失は、売上高の減少

に伴い105百万円悪化し1,375百万円となる見込みです。経常損失は、連結子会社の有価証券売却益50百万円や雇用調

整助成金の受給増30百万円等の営業外収益の改善により、30百万円改善し1,090百万円となる見込みです。当期純損失

は、繰延税金資産の取崩により、945百万円悪化し2,065百万円となる見込みです。

　<連結業績の見通し>

　　売上高　　　　　7,500百万円

　　営業利益　　　△1,375百万円

　　経常利益　　　△1,090百万円

　　当期純利益　　△2,065百万円

　当社グループを取り巻く環境は、自動車業界の設備投資の動向が不透明なため、依然として厳しい状況が続いてお

りますが、受注の確保と費用の削減に努め、公表しております業績予想の達成に向けて全社一丸となって取り組んで

まいります。

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）

　該当事項はありません。

（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

①簡便な会計処理

・棚卸資産の評価方法

　当第３四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し第２四半期連結会計期間末

に係る実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。

・固定資産の減価償却費の算定方法

　固定資産の年度中の取得、売却及び除却等の見積りを考慮した予算を策定しているため、当該予算に基づく

年間償却予定額を期間按分して算定しております。

・製品保証引当金の算定方法

　保証工事の実績率が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるため、前連結会計年

度決算において算定した保証工事の実績率に基づき、算定しております。

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

・税金費用の計算

　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。

ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効

税率を使用する方法によっております。

　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。

（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

　該当事項はありません。
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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 3,291,522 5,483,001

受取手形及び売掛金 2,825,011 6,103,976

商品及び製品 42,030 －

仕掛品 1,423,692 905,923

原材料及び貯蔵品 185,112 228,522

繰延税金資産 438 350,654

その他 396,320 122,855

貸倒引当金 △3,307 △4,176

流動資産合計 8,160,819 13,190,759

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,209,738 1,264,522

機械装置及び運搬具（純額） 827,339 1,024,596

土地 854,677 854,677

その他（純額） 147,980 153,242

有形固定資産合計 3,039,735 3,297,039

無形固定資産   

のれん 172,471 15,390

その他 59,000 68,623

無形固定資産合計 231,471 84,014

投資その他の資産   

投資有価証券 318,405 141,031

繰延税金資産 － 597,820

その他 111,492 125,342

貸倒引当金 △2,788 △2,788

投資その他の資産合計 427,109 861,405

固定資産合計 3,698,316 4,242,459

資産合計 11,859,135 17,433,218
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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 276,002 1,058,983

短期借入金 150,000 －

未払金 1,077,684 3,644,482

未払費用 374,270 712,438

未払法人税等 16,875 66,361

前受金 257,368 426,700

賞与引当金 77,820 124,000

製品保証引当金 272,126 382,000

受注損失引当金 107,028 155,012

その他 66,406 92,717

流動負債合計 2,675,581 6,662,694

固定負債   

退職給付引当金 1,229,976 1,311,696

役員退職慰労引当金 6,148 －

その他 57,168 99,830

固定負債合計 1,293,292 1,411,526

負債合計 3,968,874 8,074,221

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,055,000 1,055,000

資本剰余金 747,400 747,400

利益剰余金 6,138,382 7,641,092

自己株式 △50 △50

株主資本合計 7,940,731 9,443,441

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 26,083 2,911

繰延ヘッジ損益 11 △742

為替換算調整勘定 △77,065 △86,613

評価・換算差額等合計 △50,969 △84,444

新株予約権 500 －

純資産合計 7,890,261 9,358,997

負債純資産合計 11,859,135 17,433,218
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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 16,075,554 4,933,976

売上原価 13,363,410 4,487,752

売上総利益 2,712,144 446,224

販売費及び一般管理費 1,182,967 1,007,319

営業利益又は営業損失（△） 1,529,176 △561,094

営業外収益   

受取利息 15,490 5,567

受取配当金 8,926 72,585

助成金収入 － 148,997

その他 12,406 54,278

営業外収益合計 36,822 281,429

営業外費用   

支払利息 71 838

為替差損 － 8,034

デリバティブ評価損 － 14,857

その他 13,287 13,427

営業外費用合計 13,358 37,158

経常利益又は経常損失（△） 1,552,640 △316,823

特別損失   

投資有価証券評価損 78,012 －

特別損失合計 78,012 －

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（△）

1,474,627 △316,823

法人税等 592,287 988,888

四半期純利益又は四半期純損失（△） 882,339 △1,305,711
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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) 

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（△）

1,474,627 △316,823

減価償却費 355,688 334,310

のれん償却額 4,617 29,493

賞与引当金の増減額（△は減少） △160,460 △46,180

製品保証引当金の増減額（△は減少） △27,000 △121,299

受注損失引当金の増減額（△は減少） △17,350 △47,984

退職給付引当金の増減額（△は減少） 17,258 △81,720

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） － 6,148

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,910 △877

受取利息及び受取配当金 △24,416 △78,153

支払利息 71 838

投資有価証券売却損益（△は益） － △34,367

固定資産除却損 5,588 262

投資有価証券評価損益（△は益） 78,012 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,324,578 3,412,766

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,089,038 △441,915

その他の流動資産の増減額（△は増加） △54,716 155,563

仕入債務の増減額（△は減少） 26,077 △866,098

未払費用の増減額（△は減少） △142,702 △339,713

未払金の増減額（△は減少） 1,168,270 △2,618,518

前受金の増減額（△は減少） △144,399 △171,020

その他の流動負債の増減額（△は減少） 36,788 △6,642

その他 △182,267 △98,830

小計 4,824,395 △1,330,762

利息及び配当金の受取額 23,215 78,130

利息の支払額 △71 △838

法人税等の支払額 △998,809 △333,555

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,848,729 △1,587,025

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 △5,155,000 △931,261

定期預金の払戻による収入 4,175,000 320,000

投資有価証券の取得による支出 △4,999 △47,780

投資有価証券の売却による収入 960 57,132

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △434,309

有形固定資産の取得による支出 △82,233 △96,286

無形固定資産の取得による支出 △20,277 △4,706

その他 △1,519 53,733

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,088,069 △1,083,478
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（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) 

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 －

自己株式の取得による支出 △50 －

配当金の支払額 △176,767 △196,264

その他 － △718

財務活動によるキャッシュ・フロー △376,818 △196,982

現金及び現金同等物に係る換算差額 △21,934 10,820

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,361,906 △2,856,667

現金及び現金同等物の期首残高 2,075,117 5,163,001

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,437,023 2,306,334
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（４）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

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）及び当第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）

　当社グループ（当社及び連結子会社）は、プレス機械及びその周辺設備の製造・販売・アフターサービス工事

を主な事業としており、当該事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。

〔所在地別セグメント情報〕

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）及び当第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）

　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。

〔海外売上高〕

　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）

 アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 6,218,846 2,260,025 8,478,872

Ⅱ　連結売上高（千円） － － 16,075,554

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 38.7 14.0 52.7

　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）

 ヨーロッパ アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 546,342 1,069,146 392,258 2,007,746

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － 4,933,976

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 11.1 21.7 7.9 40.7

（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．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

(1）ヨーロッパ……イギリス、ハンガリー他

(2）アジア……タイ、中国、インド他

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。

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。
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