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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 4,031 △40.2 △220 ― △196 ― △209 ―
21年3月期第3四半期 6,741 ― 490 ― 474 ― 256 ―

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 △22.55 ―
21年3月期第3四半期 27.67 ―

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 7,841 3,744 47.7 403.56
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3四半期  3,744百万円 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  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3月期 ― 3.50 ― 3.50 7.00
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  有   

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 5,800 △40.5 △200 ― △180 ― △200 ― △21.56
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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、３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3四半期 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3四半期  71,899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3四半期 9,278,721株 21年3月期第3四半期 9,280,871株
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当第３四半期までの当社グループの業績は、売上高、営業利益、経常利益、四半期純利益とも前年同期を

下回る実績となりました。主力の金型部門の受注につきましては、第３四半期に入り、主要顧客である自動

車メーカー各社の新車開発需要は徐々に回復の兆しが出てまいりましたが、販売価格の下落が著しく、第３

四半期までの累計では前年同期比43.2％減少いたしました。産業機器部門の受注につきましても、第１四半

期以降、国内主要顧客からの引合いが低調に推移しており、累計は前年同期比73.3％減少いたしました。全

社の累計受注高は3,503百万円と前年同期に比べて52.4％減少いたしました。 

第３四半期までの売上高は金型部門が前年同期に比べ44.4％減少し、産業機器部門は26.6％減少いたしま

した。この結果、全社の売上高は4,031百万円と前年同期を40.2％下回る実績となりました。利益について

は、金型部門の売上高の減少の影響が大きく、営業損失220百万円（前年同期は490百万円の利益）、経常損

失196百万円（前年同期は474百万円の利益）、四半期純損失209百万円（前年同期は256百万円の純利益）と

なりました。 

  

当第３四半期の総資産は前連結会計年度末に比べ1,163百万円減少し、7,841百万円となりました。また純

資産は四半期純損失による利益剰余金の減少により前連結会計年度末に比べ239百万円減少し、3,744百万円

となりました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

第３四半期までの営業活動により使用した資金は11百万円となりました。主な増加の内訳は、減価償却費

252百万円と売上債権の減少1,173百万円等がありましたが、税金等調整前四半期純損失196百万円及び仕入

債務の減少910百万円、法人税等の支払額215百万円等により減少いたしました。 

（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188百万円となりました。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118百万円となりました。主な増加の内訳は、短期借入金が450百万円増加

したことによるものです。 

以上の結果、当第３四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81百万円減少し、

457百万円となりました。 

  

今後の見通しにつきましては、第３四半期までの受注実績が計画を大幅に下回ったことなどにより、平成

22年２月５日公表の業績予想および配当予想の修正に関するお知らせに記載のとおり、平成22年３月期の通

期業績を下方修正いたしております。 

  

  

  

  
  

・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

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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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３四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３四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。  

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 457,994 539,218

受取手形及び売掛金 2,325,074 3,521,067

仕掛品 739,162 692,257

原材料及び貯蔵品 43,000 48,206

繰延税金資産 54,153 101,878

その他 108,070 43,067

貸倒引当金 △6,000 －

流動資産合計 3,721,453 4,945,695

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 952,375 1,007,115

機械装置及び運搬具（純額） 889,341 963,967

土地 1,883,795 1,883,795

建設仮勘定 144,742 8,697

その他（純額） 44,139 58,553

有形固定資産合計 3,914,394 3,922,129

無形固定資産   

ソフトウエア 51,920 57,256

その他 6,044 6,116

無形固定資産合計 57,964 63,373

投資その他の資産   

繰延税金資産 68,349 7,274

その他 102,288 66,129

貸倒引当金 △22,911 －

投資その他の資産合計 147,726 73,403

固定資産合計 4,120,086 4,058,906

資産合計 7,841,540 9,004,601

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,260,512 2,171,112

短期借入金 1,613,471 1,197,070

未払法人税等 8,028 171,014

賞与引当金 51,700 133,700

設備関係支払手形 20,506 23,391

設備関係未払金 121,600 69,045

その他 292,936 242,878

流動負債合計 3,368,755 4,008,212

固定負債   

長期借入金 676,690 941,680

長期未払金 45,335 45,335

退職給付引当金 6,495 25,753

固定負債合計 728,520 1,012,768

負債合計 4,097,275 5,020,981
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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) 

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 1,311,380 1,553,078

自己株式 △17,100 △16,809

株主資本合計 3,738,431 3,980,420

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,832 3,200

評価・換算差額等合計 5,832 3,200

純資産合計 3,744,264 3,983,620

負債純資産合計 7,841,540 9,004,601
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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 6,741,727 4,031,833

売上原価 5,692,999 3,703,550

売上総利益 1,048,728 328,283

販売費及び一般管理費 558,424 548,800

営業利益又は営業損失（△） 490,303 △220,517

営業外収益   

受取配当金 821 688

仕入割引 3,186 1,780

補助金収入 － 10,559

助成金収入 － 29,066

その他 1,298 741

営業外収益合計 5,307 42,834

営業外費用   

支払利息 19,145 18,291

その他 2,456 709

営業外費用合計 21,601 19,000

経常利益又は経常損失（△） 474,009 △196,683

特別損失   

固定資産除却損 4,206 －

投資有価証券評価損 3,851 －

たな卸資産評価損 15,171 －

特別損失合計 23,228 －

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（△）

450,780 △196,683

法人税、住民税及び事業税 173,300 27,692

法人税等調整額 20,639 △15,157

法人税等合計 193,939 12,535

四半期純利益又は四半期純損失（△） 256,841 △209,219
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【第３四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 1,736,189 905,863

売上原価 1,468,924 917,189

売上総利益又は売上総損失（△） 267,265 △11,326

販売費及び一般管理費 190,668 176,220

営業利益又は営業損失（△） 76,596 △187,547

営業外収益   

仕入割引 1,192 423

助成金収入 － 14,853

その他 709 402

営業外収益合計 1,902 15,679

営業外費用   

支払利息 6,238 5,388

その他 1,228 529

営業外費用合計 7,466 5,917

経常利益又は経常損失（△） 71,032 △177,784

特別損失   

固定資産除却損 326 －

投資有価証券評価損 3,851 －

特別損失合計 4,178 －

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（△）

66,853 △177,784

法人税、住民税及び事業税 12,000 △27,297

法人税等調整額 19,187 37,266

法人税等合計 31,187 9,968

四半期純利益又は四半期純損失（△） 35,666 △187,753
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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 450,780 △196,683

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 28,911

減価償却費 230,298 252,479

受取利息及び受取配当金 △1,112 △1,109

支払利息 19,145 18,291

補助金収入 － △10,559

助成金収入 － △29,066

投資有価証券評価損益（△は益） 3,851 －

売上債権の増減額（△は増加） 514,339 1,173,082

前受金の増減額（△は減少） 64,725 122,016

たな卸資産の増減額（△は増加） △501,928 △41,699

仕入債務の増減額（△は減少） 241,776 △910,600

未払消費税等の増減額（△は減少） 55,976 △81,081

賞与引当金の増減額（△は減少） △57,455 △82,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △24,193 △19,258

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 24,403 △16,122

小計 1,022,082 206,600

利息及び配当金の受取額 822 1,276

利息の支払額 △19,386 △17,564

補助金の受取額 － 10,559

助成金の受取額 － 3,408

法人税等の支払額 △217,950 △215,439

営業活動によるキャッシュ・フロー 785,568 △11,158

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △214,986 △182,502

投資有価証券の取得による支出 △1,728 －

その他 △21,993 △6,114

投資活動によるキャッシュ・フロー △238,708 △188,617

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） － 450,151

長期借入れによる収入 200,000 －

長期借入金の返済による支出 △296,950 △298,740

自己株式の純増減額（△は増加） △490 △290

配当金の支払額 △59,337 △32,569

財務活動によるキャッシュ・フロー △156,777 118,551

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 390,083 △81,224

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 565,804 457,994
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該当事項なし 

  

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) 

  

 
(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) 

  

 
(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

5,147,752 1,593,974 6,741,727  ― 6,741,727

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― (  ― ) ―

計 5,147,752 1,593,974 6,741,727 (  ― ) 6,741,727

営業利益 336,582 153,721 490,303 (  ― ) 490,303

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

2,861,760 1,170,072 4,031,833  ― 4,031,833

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― (  ― ) ―

計 2,861,760 1,170,072 4,031,833 (  ― ) 4,031,833

営業利益又は営業損失(△)  △296,113 75,595 △220,517 (  ― ) △220,517
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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) 

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) 

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３四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３四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 2,901,681 △43.2 1,419,270 △27.2

産業機器 602,197 △73.3 588,862 △66.3

合計 3,503,878 △52.4 2,008,132 △45.7

 (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 2,861,760 △44.4

産業機器 1,170,072 △26.6

合計 4,031,833 △40.2
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