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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 56,970 △26.8 △11,187 ― △11,102 ― △11,233 ―

21年3月期 77,832 △40.3 △4,975 ― △5,259 ― △9,347 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 △86.93 ― △70.8 △10.8 △19.6

21年3月期 △72.34 ― △32.2 △4.8 △6.4

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  ―百万円

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 101,081 10,686 10.3 80.66
21年3月期 103,654 21,589 20.6 164.98

（参考） 自己資本   22年3月期  10,424百万円 21年3月期  21,321百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 1,224 △10,440 8,524 8,291
21年3月期 △10,841 △3,867 14,622 8,925

2.  配当の状況 

(注)平成23年３月期の配当予想額については未定であります。 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 5.00 ― 0.00 5.00 645 ― 2.2
22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 ― ―

23年3月期 
（予想）

― ― ― ― ― ―

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
連結累計期間

39,000 60.1 500 ― 300 ― 150 ― 1.16

通期 83,500 46.6 1,500 ― 900 ― 500 ― 3.87
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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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(注)詳細は、15ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

(注)１株当たり当期純利益(連結)の算定の基礎となる株式数については、18ページ「1株当たり情報」をご覧ください。 

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 129,370,899株 21年3月期 129,370,899株

② 期末自己株式数 22年3月期  142,050株 21年3月期  137,789株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 27,725 △41.7 △11,538 ― △10,655 ― △9,975 ―

21年3月期 47,593 △37.6 △6,153 ― △4,578 ― △8,186 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年3月期 △77.19 ―

21年3月期 △63.36 ―

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 83,591 15,545 18.6 120.29
21年3月期 79,307 25,510 32.2 197.40

（参考） 自己資本 22年3月期  15,545百万円 21年3月期  25,510百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．本資料に記載されている業績予想には、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれております。世界経済・競合状
況・為替の変動等にかかわるリスクや不確定要因により実際の業績が記載の予想数値と異なる可能性があります。 
２．平成23年３月期(予想)の配当の未定に関しましては、５ページ「１．経営成績(３)利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当」をご覧ください。 
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１．経 営 成 績 

(１)経営成績に関する分析 

①当期の概況 

当期は第４四半期において業績が持ち直してまいりましたが、第３四半期までの影響が大きく、

通期の連結売上高は 569 億７千万円（対前年度比 26.8％減）、連結経常利益は 111 億２百万円の損

失（前年度は 52 億５千９百万円の損失）、連結当期純利益は 112 億３千３百万円の損失（前年度

は 93 億４千７百万円の損失）となりました。 

なお、四半期ごとの連結業績の推移は、以下のとおりです。 

 

(単位：百万円）
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 通期計

売上高 12,456 11,897 15,374 17,243 56,970
営業利益 △ 3,513 △ 3,941 △ 3,469 △ 264 △ 11,187
経常利益 △ 3,601 △ 3,933 △ 3,322 △ 246 △ 11,102
当期純利益 △ 2,740 △ 4,754 △ 3,383 △ 356 △ 11,233  

    

②セグメント別の概況 

(ⅰ)工業用ミシン事業 

第４四半期に入り中国市場を中心に販売が増勢に転じておりますが、第３四半期までの回復力が

全体として弱く、工業用ミシン事業全体の連結売上高は 360 億９千２百万円（対前年度比 19.0％

減）となりました。 

 

(ⅱ)産業装置事業（チップマウンター等） 

高速チップマウンターの市場投入による効果もあって、第１四半期を底に販売は順調に伸びてお

りますが回復力はまだ弱く、産業装置事業全体の連結売上高は 120 億４千万円（対前年度比 39.7％

減）となりました。 

 

(ⅲ)家庭用ミシン事業 

新製品の発売による効果もあって、家庭用ミシン事業全体の連結売上高は 24 億２千４百万円（対

前年度比 2.9％増）となりました。 

 

(ⅳ)電子・精密機器事業 

 第２四半期において精密機器（アミューズメント関連機器）事業から撤退したことなどから、電

子・精密機器事業全体の連結売上高は 23 億８千１百万円（対前年度比 55.4％減）となりました。 

 

(ⅴ)精密鋳造事業（ロストワックス製品等） 

関連業界の需要落ち込みの影響を受け、精密鋳造事業全体の連結売上高は 27 億４千５百万円（対

前年度比 26.9％減）となりました。  
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③次期の見通し 

次期の見通しにつきましては、為替の動向や経済情勢等を踏まえ、下記のとおり予想しておりま

す。なお、為替レートは 1 米ドル＝90 円、1 ユーロ＝125 円を前提としております。 

 連結業績の見通し 

 

（単位：百万円）
第2四半期

連結累計期間
通期

売 上 高 39,000 83,500
営 業 利 益 500 1,500
経 常 利 益 300 900
当 期 純 利 益 150 500  

  

(２)財政状態に関する分析 

（資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況に関する分析） 

当期における資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況 

 当期末の総資産は、前期末に比べ 25 億７千３百万円減少して 1,010 億８千１百万円となりまし

た。有形固定資産が 38 億９千５百万円増加しましたが、たな卸資産が 67 億７千２百万円減少した

ことなどによるものです。負債は、前期末に比べ 83 億２千９百万円増加して 903 億９千５百万円

となりました。有利子負債が 98 億４千６百万円増加したことなどによるものです。 

 純資産は、前期末に比べ 109 億２百万円減少して 106 億８千６百万円となりました。利益剰余金

が 112 億３千３百万円減少したことなどによるものです。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、12 億２千４百万円の収入となりました。たな卸資産の減

少などによるものです。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、104 億４千万円の支出となりました。有形固定資産の取

得があったことなどによるものです。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、85 億２千４百万円の収入となりました。有利子負債の増

加などによるものです。 

 

（キャッシュ・フロー関連指標の推移） 

当社グループのキャッシュ・フロー関連指標の推移は以下のとおりです。 

 

平成18年
3月期

平成19年
3月期

平成20年
3月期

平成21年
3月期

平成22年
3月期

自己資本比率(％) 24.4 29.1 31.3 20.6 10.3

時価ベースの
自己資本比率(％)

82.6 87.5 40.5 9.7 22.5

キャッシュ・フロー対
有利子負債比率(倍)

4.7 2.2 15.0 - 53.8

インタレスト･
カバレッジ･レシオ(倍)

6.8 14.8 2.6 - 1.1
 

(注) 自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 
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※キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用しております。 

※有利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての 

負債を対象としております。 

(３)利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

   利益配分につきましては、将来の事業展開に備えた内部留保や当期の業績等を総合的に勘案し、 

  安定的な配当を基本に、株主様への利益還元の充実に努めることを基本方針としております。 

   当期につきましては、厳しい業績に鑑み、誠に遺憾ながら無配とさせていただきたく、株主の皆

様には大変申し訳なく、お詫び申し上げます。また、次期につきましては、早期の復配に向け、努

力を傾注してまいりますが、現時点では未定とさせていただきたく、何卒ご理解賜りますようお願

い申し上げます。 

 

(４)事業等のリスク 

近の有価証券報告書(平成 21 年６月 26 日提出)における「事業等のリスク」から重要な変更が

ないため開示を省略しております。 

 

２．企業集団の状況 

近の有価証券報告書(平成 21 年６月 26 日提出)における「事業系統図(事業の内容)」及び「関

係会社の状況」から重要な変更がないため開示を省略しております。 

 

３．経 営 方 針 

   平成 21 年３月期決算短信（平成 21 年５月 19 日開示）により開示を行なった内容から重要な変

更がないため開示を省略しております。 

   なお、決算短信は次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

 (当社ホームページ) 

 http://www.juki.co.jp/ 

 (東京証券取引所ホームページ(上場会社情報検索ページ)) 

 http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/findex.html 
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4.【連結財務諸表】

(1)【連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 8,955 8,348

受取手形及び売掛金 12,821 13,153

有価証券 44 6

商品及び製品 27,286 20,064

仕掛品 3,644 4,724

原材料及び貯蔵品 5,140 4,508

繰延税金資産 859 493

その他 5,286 5,647

貸倒引当金 △1,065 △1,095

流動資産合計 62,971 55,851

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 8,862 19,683

機械装置及び運搬具（純額） 4,565 3,642

工具、器具及び備品（純額） 1,301 1,183

土地 7,490 7,584

リース資産（純額） 299 801

建設仮勘定 6,496 16

有形固定資産合計 29,016 32,911

無形固定資産 2,524 2,302

投資その他の資産

投資有価証券 2,089 2,125

長期貸付金 487 534

長期前払費用 461 424

繰延税金資産 5,354 6,402

その他 2,386 2,106

貸倒引当金 △1,636 △1,576

投資その他の資産合計 9,142 10,015

固定資産合計 40,683 45,229

資産合計 103,654 101,081
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,946 11,003

短期借入金 45,326 42,197

1年内償還予定の社債 40 540

リース債務 124 282

未払費用 3,216 2,536

未払法人税等 206 133

繰延税金負債 70 12

賞与引当金 924 683

設備関係支払手形 5,033 1,109

その他 4,613 1,638

流動負債合計 64,501 60,137

固定負債

社債 660 120

長期借入金 9,544 21,915

リース債務 306 793

退職給付引当金 6,306 6,541

役員退職慰労引当金 393 387

繰延税金負債 4 0

その他 349 499

固定負債合計 17,564 30,257

負債合計 82,065 90,395

純資産の部

株主資本

資本金 15,950 15,950

資本剰余金 8,977 8,976

利益剰余金 2,394 △8,839

自己株式 △57 △57

株主資本合計 27,264 16,030

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △77 16

繰延ヘッジ損益 △2 △99

為替換算調整勘定 △5,863 △5,523

評価・換算差額等合計 △5,943 △5,605

少数株主持分 267 261

純資産合計 21,589 10,686

負債純資産合計 103,654 101,081
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(2)【連結損益計算書】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

売上高 77,832 56,970

売上原価 54,966 47,140

売上総利益 22,865 9,829

販売費及び一般管理費 27,840 21,017

営業損失（△） △4,975 △11,187

営業外収益

受取利息 198 175

受取配当金 246 225

受取手数料 157 －

為替差益 － 600

補助金収入 － 219

その他 760 618

営業外収益合計 1,362 1,839

営業外費用

支払利息 1,122 1,123

シンジケートローン手数料 － 548

為替差損 374 －

その他 149 81

営業外費用合計 1,647 1,753

経常損失（△） △5,259 △11,102

特別利益

固定資産売却益 69 54

関係会社株式売却益 － 142

関係会社清算益 － 48

関係会社減資に伴う為替差益 － 184

その他 － 18

特別利益合計 69 448

特別損失

固定資産除売却損 107 185

減損損失 979 124

投資有価証券評価損 407 92

関係会社整理損 － 197

特別退職金 － 193

事業再編損 2,516 －

たな卸資産評価損 415 －

その他 208 212

特別損失合計 4,635 1,006

税金等調整前当期純損失（△） △9,825 △11,660
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

法人税、住民税及び事業税 539 168

法人税等還付税額 △563 －

法人税等調整額 △446 △586

法人税等合計 △470 △417

少数株主損失（△） △7 △8

当期純損失（△） △9,347 △11,233
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(3)【連結株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 15,950 15,950

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 15,950 15,950

資本剰余金

前期末残高 9,000 8,977

当期変動額

自己株式の処分 △23 △0

当期変動額合計 △23 △0

当期末残高 8,977 8,976

利益剰余金

前期末残高 13,054 2,394

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △20 －

当期変動額

剰余金の配当 △1,291 －

当期純損失（△） △9,347 △11,233

当期変動額合計 △10,639 △11,233

当期末残高 2,394 △8,839

自己株式

前期末残高 △86 △57

当期変動額

自己株式の取得 △4 △0

自己株式の処分 33 1

当期変動額合計 29 0

当期末残高 △57 △57

株主資本合計

前期末残高 37,918 27,264

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △20 －

当期変動額

剰余金の配当 △1,291 －

当期純損失（△） △9,347 △11,233

自己株式の取得 △4 △0

自己株式の処分 10 0

当期変動額合計 △10,633 △11,234

当期末残高 27,264 16,030
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 106 △77

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △184 94

当期変動額合計 △184 94

当期末残高 △77 16

繰延ヘッジ損益

前期末残高 △3 △2

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1 △97

当期変動額合計 1 △97

当期末残高 △2 △99

為替換算調整勘定

前期末残高 △1,260 △5,863

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,602 340

当期変動額合計 △4,602 340

当期末残高 △5,863 △5,523

評価・換算差額等合計

前期末残高 △1,157 △5,943

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,786 337

当期変動額合計 △4,786 337

当期末残高 △5,943 △5,605

少数株主持分

前期末残高 339 267

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △71 △5

当期変動額合計 △71 △5

当期末残高 267 261

  

JUKI㈱(6440)　平成22年３月期決算短信

― 11 ―



(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

純資産合計

前期末残高 37,100 21,589

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △20 －

当期変動額

剰余金の配当 △1,291 －

当期純損失（△） △9,347 △11,233

自己株式の取得 △4 △0

自己株式の処分 10 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,857 331

当期変動額合計 △15,491 △10,902

当期末残高 21,589 10,686
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△） △9,825 △11,660

減価償却費 3,463 3,534

のれん償却額 19 19

減損損失 979 124

事業再編損失 2,516 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 624 △44

退職給付引当金の増減額（△は減少） △138 234

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,232 △240

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △114 －

受取利息及び受取配当金 △444 △400

支払利息 1,122 1,123

シンジケートローン手数料 － 548

為替差損益（△は益） 496 △429

投資有価証券評価損益（△は益） 407 92

投資有価証券売却損益（△は益） － 3

関係会社株式売却損益（△は益） － △142

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） 38 131

売上債権の増減額（△は増加） 8,177 △41

たな卸資産の増減額（△は増加） 291 7,163

仕入債務の増減額（△は減少） △10,208 6,061

未払消費税等の増減額（△は減少） △117 △280

割引手形の増減額（△は減少） △304 △181

その他 △1,553 △3,939

小計 △5,802 1,680

利息及び配当金の受取額 441 399

利息の支払額 △1,133 △1,101

事業再編による支出 △2,131 △710

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △2,215 956

営業活動によるキャッシュ・フロー △10,841 1,224

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出 △4,381 △10,674

有形及び無形固定資産の売却による収入 407 110

投資有価証券の取得による支出 △76 △0

投資有価証券の売却による収入 0 6

関係会社株式の売却による収入 － 28

貸付けによる支出 △25 △83

貸付金の回収による収入 9 36

その他 199 137

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,867 △10,440
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３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） 16,499 △4,900

長期借入れによる収入 8,200 21,829

長期借入金の返済による支出 △8,427 △7,842

社債の発行による収入 198 －

社債の償還による支出 △500 △40

配当金の支払額 △1,290 △5

少数株主への配当金の支払額 △24 －

シンジケートローン手数料 － △548

その他 △32 31

財務活動によるキャッシュ・フロー 14,622 8,524

現金及び現金同等物に係る換算差額 △928 58

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,015 △633

現金及び現金同等物の期首残高 9,940 8,925

現金及び現金同等物の期末残高 8,925 8,291
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(５)継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況

　該当事項はありません。

(６)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

会計処理基準に関する事項

　重要な資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

商品及び製品、仕掛品 ･･･････････････主として総平均法又は先入先出法

原材料及び貯蔵品 ･･･････････････････主として総平均法又は最終仕入原価法

な変更がないため開示を省略しております。

(７)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

会計方針の変更

号　平成20年７月31日）を適用しております。

　これによる損益に与える影響はありません。

(８)連結財務諸表に関する注記事項

ないと考えられるため開示を省略しております。

　なお、上記以外には、最近の有価証券報告書（平成21年６月26日提出）における記載から重要

　当連結会計年度より、「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その３）（企業会計基準第19

　リース取引、関連当事者、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、

企業結合、賃貸等不動産に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きく
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　(セグメント情報)

１．事業の種類別セグメント情報

(自 平成20年4月1日　至 平成21年3月31日) (単位：百万円)

工　業　用 産業装置 家　庭　用 電子･精密 精密鋳造 消去又
ミシン事業 事　　業 ミシン事業 機器事業 事　　業 は全社

Ⅰ 売上高及び営業損益

(1)外部顧客に対する売上高 44,584 19,960 2,356 5,339 3,755 1,835 77,832 － 77,832

(2)セグメント間の内部売上

 　高又は振替高

45,208 20,264 2,697 6,058 3,837 2,186 80,253 (2,421) 77,832

45,467 22,057 4,234 5,643 3,739 2,470 83,612 (805) 82,807

△ 258 △ 1,793 △ 1,536 415 98 △ 284 △ 3,359 (1,615) △ 4,975

Ⅱ 資産､減価償却費、減損損失

及び資本的支出

44,364 21,290 965 3,616 3,260 1,572 75,069 28,585 103,654

1,618 907 75 139 230 46 3,018 444 3,463

6 － 911 60 － － 979 － 979

1,370 1,322 3 79 239 72 3,087 6,383 9,470

(自 平成21年4月1日　至 平成22年3月31日) (単位：百万円)

工　業　用 産業装置 家　庭　用 電子･精密 精密鋳造 消去又
ミシン事業 事　　業 ミシン事業 機器事業 事　　業 は全社

Ⅰ 売上高及び営業損益

(1)外部顧客に対する売上高 36,092 12,040 2,424 2,381 2,745 1,287 56,970 － 56,970

(2)セグメント間の内部売上

 　高又は振替高

36,507 12,292 2,891 2,480 2,796 1,649 58,617 (1,647) 56,970

41,788 15,863 3,210 2,454 2,930 1,685 67,933 224 68,158

△ 5,281 △ 3,570 △ 319 25 △ 133 △ 36 △ 9,315 (1,872) △ 11,187

Ⅱ 資産､減価償却費、減損損失

及び資本的支出

44,332 22,775 542 2,662 2,978 1,705 74,998 26,083 101,081

1,404 845 48 90 202 63 2,654 880 3,534

18 － － － － 55 73 51 124

794 547 3 15 145 19 1,526 6,504 8,030

(注) 1. 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

2. 各区分の主な製品

(1) 工業用ミシン事業 ････ 工業用ミシン (2) 産業装置事業 ････ チップマウンター

(3) 家庭用ミシン事業 ････ 家庭用ミシン (4) 電子･精密機器事業 ････アミューズメント機器、IT関連機器等

(5) 精密鋳造事業 ････ ロストワックス製品、MIM（Metal Injection Molding = 金属粉末射出成型法）製品

(6) その他 ････ 金型、プレス加工製品等
3.

4.

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は当連結会計年度1,873百万円、前連結会計年度1,648百
万円であり､その主なものは当社での管理部門に係る費用であります。

資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は当連結会計年度27,578百万円、前連結会計年度29,195百万円で
あり、その主なものは、当社での余資運用資金(現金及び有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資
産等であります。

1,647 (1,647) －

資 本 的 支 出

計 連　結

資 産

営 業 費 用

252

営業利益又は営業損失(△)

計

99 51 362

(2,421) －2,421

連　結計

そ の 他

当連結会計 年度

売 上 高

415 467

そ の 他

718 82

前連結会計 年度

売 上 高

623 341304 350

資 本 的 支 出

計

減 価 償 却 費

減 損 損 失

営業利益又は営業損失(△)

減 価 償 却 費

減 損 損 失

営 業 費 用

資 産
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２．所在地別セグメント情報

(自 平成20年4月1日　至 平成21年3月31日) (単位：百万円)
消去又
は全社

Ⅰ 売上高及び営業損益

(1)外部顧客に対する売上高 25,695 8,184 34,779 9,172 77,832 － 77,832

(2)セグメント間の内部売上

   高又は振替高

計 62,875 8,236 44,683 9,240 125,036 (47,203) 77,832

67,562 8,181 45,654 9,044 130,442 (47,635) 82,807

△ 4,687 55 △ 970 195 △ 5,406 431 △ 4,975

Ⅱ 45,949 7,894 30,071 6,753 90,668 12,986 103,654

(自 平成21年4月1日　至 平成22年3月31日) (単位：百万円)
消去又
は全社

Ⅰ 売上高及び営業損益

(1)外部顧客に対する売上高 15,454 5,057 31,335 5,122 56,970 － 56,970

(2)セグメント間の内部売上

   高又は振替高

計 39,621 5,216 37,054 5,241 87,133 (30,163) 56,970

49,514 5,413 37,805 5,468 98,201 (30,043) 68,158

△ 9,892 △ 196 △ 751 △ 227 △ 11,067 (119) △ 11,187

Ⅱ 53,894 6,748 27,039 4,206 91,889 9,191 101,081

(注) 1. 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

2. 本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) 米  州 ････ 米国 (2) アジア ････ 中国、ベトナム、シンガポール

(3) 欧  州 ････ ドイツ、イタリア、ポーランド
3.

4.

欧 州

37,179 52 9,904

－

連 結計

計

(30,163)

連 結

47,203 (47,203) －

30,163

前連結会計年度

日 本 米 州 アジア

資 産

売 上 高

営 業 費 用

67

当連結会計年度

日 本 米 州 アジア

営業損失(△)

欧 州

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は当連結会計年度1,873百万円、前連結会計年度1,648百万
円であり､その主なものは当社での管理部門に係る費用であります。

資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は当連結会計年度27,578百万円、前連結会計年度29,195百万円で
あり、その主なものは、当社での余資運用資金(現金及び有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資
産等であります。

資 産

営業利益又は営業損失(△)

売 上 高

営 業 費 用

24,167 159 5,718 118
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３．海 外 売 上 高

(自　平成20年4月1日　至　平成21年3月31日) (単位：百万円)

米　州 アジア 欧　州 その他 計

Ⅰ 海外売上高 8,187 36,363 11,092 51 55,694

Ⅱ 連結売上高 － － － － 77,832

Ⅲ 連結売上高に占める

海外売上高の割合 10.5% 46.7% 14.3% 0.1% 71.6%

(自　平成21年4月1日　至　平成22年3月31日) (単位：百万円)

米　州 アジア 欧　州 その他 計

Ⅰ 海外売上高 5,140 32,564 5,660 133 43,498

Ⅱ 連結売上高 － － － － 56,970

Ⅲ 連結売上高に占める

海外売上高の割合 9.0% 57.2% 9.9% 0.2% 76.4%

(注)1. 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

2. 各区分に属する主な国又は地域
(1)米  州 ････ 米国 　　(2)アジア ････ 中国、ベトナム、シンガポール
(3)欧  州 ････ ドイツ、イタリア 　　(4)その他 ････ 南アフリカ、オーストラリア

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。

（１株当たり情報）

１株当たり純資産額

１株当たり当期純損失（△）

(注)1.潜在株式調整後の１株当たり純利益については、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在

　　　しないため記載しておりません。

　　2.１株当たり当期純利益又は当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

当期純損失（△）

普通株式に帰属しない金額

普通株式に係る当期純損失（△）

普通株式の期中平均株式数

　　3.１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

純資産の部の合計額

純資産の部の合計額から控除する金額

　(うち少数株主持分)

普通株式に係る期末の純資産額

至 平成21年3月31日

△9,347 百万円   

前連結会計年度

自 平成20年4月 1日

至 平成21年3月31日

△72.34円

前 連 結 会 計 年 度

当 連 結 会 計 年 度

－ 百万円   

△11,233 百万円   

　△86.93円

前連結会計年度

自 平成20年4月 1日

 164.98円     80.66円

－ 百万円   

129,231,714 株       

当連結会計年度

自 平成21年4月 1日

至 平成22年3月31日

当連結会計年度

自 平成21年4月 1日

至 平成22年3月31日

△11,233 百万円   

前連結会計年度 当連結会計年度

1株当たり純資産額の算定に用いられた
普通株式の数

△9,347 百万円   

129,209,582 株       

平成21年3月31日 平成22年3月31日

21,589 百万円   10,686 百万円   

267 百万円   261 百万円   

267 百万円   261 百万円   

129,233,110 株        129,228,849 株       

21,321 百万円   10,424 百万円   
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5.【個別財務諸表】

(1)【貸借対照表】

(単位：百万円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,943 1,076

受取手形 8,009 6,570

売掛金 8,487 8,286

有価証券 4 6

商品及び製品 5,637 4,940

仕掛品 619 1,318

原材料及び貯蔵品 56 68

未収還付法人税等 1,316 －

繰延税金資産 368 207

短期貸付金 1,010 1,350

未収入金 49 2,365

その他 763 1,153

貸倒引当金 △177 △262

流動資産合計 29,089 27,081

固定資産

有形固定資産

建物 7,361 18,451

減価償却累計額 △5,381 △5,433

建物（純額） 1,980 13,017

構築物 697 945

減価償却累計額 △568 △594

構築物（純額） 128 351

機械及び装置 6,042 6,038

減価償却累計額 △5,565 △5,669

機械及び装置（純額） 477 369

車両運搬具 42 42

減価償却累計額 △37 △39

車両運搬具（純額） 4 2

工具、器具及び備品 2,531 2,703

減価償却累計額 △2,117 △2,181

工具、器具及び備品（純額） 414 522

土地 5,589 5,600

リース資産 305 616

減価償却累計額 △55 △172

リース資産（純額） 250 443

建設仮勘定 6,165 9

有形固定資産合計 15,010 20,316
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

無形固定資産

特許権 48 61

ソフトウエア 1,568 1,251

リース資産 127 264

その他 54 24

無形固定資産合計 1,799 1,603

投資その他の資産

投資有価証券 1,792 1,915

関係会社株式 19,424 18,945

出資金 43 43

関係会社出資金 7,494 7,494

関係会社長期貸付金 4,579 5,085

従業員に対する長期貸付金 19 68

破産更生債権等 260 266

長期前払費用 258 255

繰延税金資産 3,873 4,956

敷金 153 64

その他 43 43

貸倒引当金 △588 △603

投資損失引当金 △3,946 △3,946

投資その他の資産合計 33,408 34,590

固定資産合計 50,217 56,510

資産合計 79,307 83,591

負債の部

流動負債

支払手形 836 4,976

買掛金 1,430 5,786

短期借入金 25,797 21,512

1年内返済予定の長期借入金 5,593 7,355

リース債務 109 193

未払金 19 18

未払費用 2,083 2,015

未払法人税等 201 85

前受金 14 54

預り金 260 217

前受収益 4 2

賞与引当金 541 380

設備関係支払手形 4,658 1,070

その他 890 86

流動負債合計 42,441 43,754
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

固定負債

長期借入金 6,722 18,812

リース債務 272 524

退職給付引当金 3,990 4,381

役員退職慰労引当金 357 344

長期預り保証金 13 12

その他 － 215

固定負債合計 11,355 24,290

負債合計 53,797 68,045

純資産の部

株主資本

資本金 15,950 15,950

資本剰余金

資本準備金 8,476 －

その他資本剰余金 500 8,976

資本剰余金合計 8,977 8,976

利益剰余金

その他利益剰余金

別途積立金 300 －

繰越利益剰余金 410 △9,264

利益剰余金合計 710 △9,264

自己株式 △57 △57

株主資本合計 25,580 15,604

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △68 40

繰延ヘッジ損益 △2 △99

評価・換算差額等合計 △70 △59

純資産合計 25,510 15,545

負債純資産合計 79,307 83,591
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(2)【損益計算書】

(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

売上高 47,593 27,725

売上原価 38,378 25,728

売上総利益 9,214 1,996

販売費及び一般管理費 15,368 13,535

営業損失（△） △6,153 △11,538

営業外収益

受取利息 147 197

受取配当金 655 207

受取手数料 862 922

為替差益 203 489

その他 242 251

営業外収益合計 2,112 2,068

営業外費用

支払利息 498 622

シンジケートローン手数料 － 548

その他 38 14

営業外費用合計 537 1,185

経常損失（△） △4,578 △10,655

特別利益

固定資産売却益 58 3

関係会社株式売却益 － 142

関係会社清算益 － 233

貸倒引当金戻入額 311 －

投資損失引当金戻入額 147 －

その他 － 1

特別利益合計 517 379

特別損失

固定資産除売却損 7 107

減損損失 143 80

投資有価証券評価損 406 63

関係会社株式評価損 2,092 －

関係会社支援損 1,747 －

たな卸資産評価損 406 －

特別退職金 382 67

関係会社債権放棄損 － 250

その他 302 －

特別損失合計 5,488 568

税引前当期純損失（△） △9,549 △10,843
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(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

法人税、住民税及び事業税 391 62

法人税等還付税額 △522 －

法人税等調整額 △1,233 △929

法人税等合計 △1,363 △867

当期純損失（△） △8,186 △9,975
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(3)【株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 15,950 15,950

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 15,950 15,950

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 8,476 8,476

当期変動額

準備金から剰余金への振替 － △8,476

当期変動額合計 － △8,476

当期末残高 8,476 －

その他資本剰余金

前期末残高 524 500

当期変動額

準備金から剰余金への振替 － 8,476

自己株式の処分 △23 △0

当期変動額合計 △23 8,475

当期末残高 500 8,976

資本剰余金合計

前期末残高 9,000 8,977

当期変動額

準備金から剰余金への振替 － －

自己株式の処分 △23 △0

当期変動額合計 △23 △0

当期末残高 8,977 8,976

利益剰余金

その他利益剰余金

別途積立金

前期末残高 300 300

当期変動額

別途積立金の取崩 － △300

当期変動額合計 － △300

当期末残高 300 －

繰越利益剰余金

前期末残高 9,889 410

当期変動額

剰余金の配当 △1,291 －

当期純損失（△） △8,186 △9,975

  

JUKI㈱(6440)　平成22年３月期決算短信

― 24 ―



(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

別途積立金の取崩 － 300

当期変動額合計 △9,478 △9,675

当期末残高 410 △9,264

利益剰余金合計

前期末残高 10,189 710

当期変動額

剰余金の配当 △1,291 －

当期純損失（△） △8,186 △9,975

別途積立金の取崩 － －

当期変動額合計 △9,478 △9,975

当期末残高 710 △9,264

自己株式

前期末残高 △86 △57

当期変動額

自己株式の取得 △4 △0

自己株式の処分 33 1

当期変動額合計 29 0

当期末残高 △57 △57

株主資本合計

前期末残高 35,053 25,580

当期変動額

準備金から剰余金への振替 － －

剰余金の配当 △1,291 －

当期純損失（△） △8,186 △9,975

自己株式の取得 △4 △0

自己株式の処分 10 0

当期変動額合計 △9,472 △9,976

当期末残高 25,580 15,604

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 105 △68

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △173 108

当期変動額合計 △173 108

当期末残高 △68 40

繰延ヘッジ損益

前期末残高 △3 △2

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1 △97

当期変動額合計 1 △97
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(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当期末残高 △2 △99

評価・換算差額等合計

前期末残高 102 △70

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △172 11

当期変動額合計 △172 11

当期末残高 △70 △59

純資産合計

前期末残高 35,155 25,510

当期変動額

剰余金の配当 △1,291 －

当期純損失（△） △8,186 △9,975

自己株式の取得 △4 △0

自己株式の処分 10 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △172 11

当期変動額合計 △9,645 △9,964

当期末残高 25,510 15,545
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(４)継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況

　該当事項はありません。
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