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四半期決算補足説明資料作成の有無 ：無

四半期決算説明会開催の有無 ：無

１. 平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日）

（１）連結経営成績（累計）

（２）連結財政状態

２. 配当の状況

※平成23年３月期の配当予想につきましては、未定でございます。

３. 平成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）

（注）当四半期における業績予想の修正有無　　：有

※連結業績予想の修正については、本日（平成22年７月28日）公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」を

　参照してください。
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４. その他（詳細は【添付資料】P.3「その他の情報」をご覧ください。）

（１）当四半期における重要な子会社の異動　　　　　：無

新規　－社　（　　　　　　　　　　－）　　　除外　－社　（　　　　　　　　　　－）　　

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用　　　：有

（注）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の有無となります。

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

      ①　会計基準等の改正に伴う変更　　：有

      ②　①以外の変更  　　　　　　　　：無

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。

（４）発行済株式数（普通株式）

（※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示）

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開

　示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。

（※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項）

・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。

　業績予想の前提条件及びその他関連する事項については、添付資料３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」

　をご覧ください。

・平成23年３月期の配当予想につきましては、業績の状況を見極め中であり、現時点で未定のため開示しておりま
　せん。配当予想の開示が可能となった時点で速やかに開示いたします。
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１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

  　当第１四半期連結会計期間（平成22年４月～平成22年６月）においては、新興国を中心に世界経済は漸く

　回復基調となり、成形機市場では、中国や南アジアでのＩＴ・電子機器関連の需要が好調でありました。加

　えて、自動車関連の設備投資もアジアを中心に回復の兆しが見られました。この結果、受注高は、前年同四

　半期比132.8％増の53億２千８百万円となりました。また、売上高は、当第１四半期連結会計期間の受注高

　が大幅に増加する一方、前連結会計年度末の受注残高が23億２千６百万円と低水準であったことから、前年

　同四半期比146.0％増の39億５千７百万円となりました。

　　従って、当第１四半期連結会計期間における損益につきましては、売上高の増加やコストの引下げ等によ

　り黒字へ転換し、営業利益９千１百万円、経常利益１億１千２百万円、四半期純利益９千１百万円となりま

　した。

（２）連結財政状態に関する定性的情報

　（資産）

　　流動資産は、前連結会計年度末に比べて８億９千万円増加いたしました。これは、主に受取手形及び売掛

　金の増加11億８千６百万円、たな卸資産の増加３億１千６百万円及び現金及び預金の減少７億７百万円によ

　るものであります。

　　固定資産は、前連結会計年度末に比べて９千２百万円減少いたしました。これは、主に減価償却等による

　有形固定資産の減少５千５百万円及び無形固定資産の減少３千万円によるものであります。

　（負債）

　　流動負債は、前連結会計年度末に比べて１億４千５百万円減少いたしました。これは、支払手形及び買掛

　金の増加７億７千１百万円及び短期借入資金の減少10億６千１百万円によるものであります。

　　固定負債は、前連結会計年度末に比べて８億３千４百万円増加いたしました。これは、主に長期借入金の

　増加８億１千１百万円によるものであります。

　（純資産）

　　純資産は、前連結会計年度末に比べて１億９百万円増加いたしました。これは、主に四半期純利益の計上

　による利益剰余金の増加９千１百万円によるものであります。

　（キャッシュ・フローの状況の分析）

　　当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、21億１千７百万円となり前連結会計

　年度末に比べて７億７百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況は、以下のとおりです。

　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　　営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益は１億４百万円となりましたが、受注

　及び売上の増加に伴う売上債権及びたな卸資産の増加等により、４億２千５百万円の減少となりました。

　（投資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・フローは、老朽化した資産の入れ替え等を行ったため、３千５百万円の減少

　となりました。

　（財務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・フローは、安定的な資金の確保を目的として短期借入金の一部を長期借入金

　へシフトしましたが、全体としては借入金の圧縮を行い、２億５千２百万円の減少となりました。
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（３）連結業績予想に関する定性的情報

  　通期の見通しにつきましては、中国や南アジア等でのＩＴ・電子機器及び自動車関連の需要回復が期待さ

　れますが、他方、先進国経済における先行き不透明感、中国の景気抑制及び円高・デフレ等が市場に影響を

　及ぼす懸念があります。しかしながら、当社製品の需要は緩やかに回復し、受注・売上とも改善する見通し

　です。

　　従って、第２四半期連結累計期間及び連結会計年度の業績予想は、当第１四半期連結会計期間の業績が改

　善していることから別途公表のとおり修正いたしました。

２．その他の情報

（１）重要な子会社の異動の概要

　　　　該当事項はありません。

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

　　　（簡便な会計処理）

　　　　　法人税等の算定方法

　　　　　　法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定

　　　　　する方法によっております。

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

　　　当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号　平成20年

　　３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号　平成20年

　　３月31日）を適用しております。これにより税金等調整前四半期純利益が７百万円減少しております。

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要

　　　　該当事項はありません。
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3. 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１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,127,047 2,834,830

受取手形及び売掛金 5,041,472 3,855,359

商品及び製品 1,998,202 1,712,991

仕掛品 925,479 908,447

原材料及び貯蔵品 589,630 575,288

その他 347,011 249,667

貸倒引当金 △9,969 △8,183

流動資産合計 11,018,874 10,128,401

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,439,205 2,478,263

機械装置及び運搬具（純額） 1,337,410 1,335,616

工具、器具及び備品（純額） 190,951 206,302

土地 814,347 814,347

リース資産（純額） 25,404 27,847

有形固定資産合計 4,807,319 4,862,376

無形固定資産 440,535 470,698

投資その他の資産   

投資有価証券 137,853 142,508

その他 92,906 95,994

貸倒引当金 △44,212 △44,284

投資その他の資産合計 186,547 194,218

固定資産合計 5,434,403 5,527,294

資産合計 16,453,277 15,655,696
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(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 3,741,371 2,969,478

短期借入金 1,650,000 2,900,000

1年内返済予定の長期借入金 188,500 －

未払費用 256,174 361,479

未払法人税等 10,525 16,518

繰延税金負債 4,775 4,890

製品保証引当金 5,722 6,182

役員賞与引当金 2,775 －

その他 571,645 318,637

流動負債合計 6,431,489 6,577,185

固定負債   

長期借入金 811,500 －

繰延税金負債 325,625 326,962

退職給付引当金 1,429,160 1,410,492

その他 60,209 54,916

固定負債合計 2,626,495 1,792,371

負債合計 9,057,984 8,369,557

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,506,512 2,506,512

資本剰余金 2,028,834 2,028,834

利益剰余金 2,941,493 2,849,918

自己株式 △48,025 △47,961

株主資本合計 7,428,814 7,337,303

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,204 3,283

為替換算調整勘定 △92,634 △103,731

評価・換算差額等合計 △93,838 △100,447

少数株主持分 60,316 49,282

純資産合計 7,395,292 7,286,138

負債純資産合計 16,453,277 15,655,696
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(2) 四半期連結損益計算書 
【第１四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 1,608,752 3,957,371

売上原価 1,669,149 3,084,559

売上総利益又は売上総損失（△） △60,397 872,811

販売費及び一般管理費 696,226 780,857

営業利益又は営業損失（△） △756,623 91,954

営業外収益   

受取利息及び配当金 1,740 1,600

固定資産賃貸料 21,280 21,280

為替差益 14,774 12,670

助成金収入 26,003 －

その他 3,488 1,575

営業外収益合計 67,287 37,126

営業外費用   

支払利息 8,474 9,010

手形売却損 385 1,617

固定資産除却損 － 75

固定資産賃貸費用 2,084 2,212

その他 2,058 3,255

営業外費用合計 13,002 16,171

経常利益又は経常損失（△） △702,337 112,909

特別利益   

貸倒引当金戻入額 3,847 －

固定資産売却益 2,295 －

特別利益合計 6,142 －

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 7,919

特別損失合計 － 7,919

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（△）

△696,194 104,990

法人税、住民税及び事業税 7,355 5,630

法人税等調整額 △1,222 △1,285

法人税等合計 6,132 4,344

少数株主損益調整前四半期純利益 － 100,645

少数株主利益 2,523 9,070

四半期純利益又は四半期純損失（△） △704,851 91,575
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30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（△）

△696,194 104,990

減価償却費 241,391 185,149

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6,637 1,714

製品保証引当金の増減額（△は減少） △3,103 △460

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,983 18,667

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － 2,775

受取利息及び受取配当金 △1,740 △1,600

支払利息 8,474 9,010

為替差損益（△は益） 5,409 692

売上債権の増減額（△は増加） 1,785,382 △1,179,405

たな卸資産の増減額（△は増加） 148,496 △368,047

仕入債務の増減額（△は減少） △1,428,389 761,356

未払消費税等の増減額（△は減少） 13,075 △3,288

未収消費税等の増減額（△は増加） 144,083 124,044

その他 △79,884 △70,728

小計 132,345 △415,128

利息及び配当金の受取額 1,740 1,600

利息の支払額 △15,761 △6,899

法人税等の支払額 △6,590 △4,745

営業活動によるキャッシュ・フロー 111,733 △425,173

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 △27,069 △24,411

無形固定資産の取得による支出 － △11,300

有形固定資産の売却による収入 7,013 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △20,056 △35,711

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） △100,000 △1,250,000

長期借入れによる収入 － 1,000,000

その他 △2,200 △2,595

財務活動によるキャッシュ・フロー △102,200 △252,595

現金及び現金同等物に係る換算差額 7,605 5,698

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,917 △707,783

現金及び現金同等物の期首残高 2,461,920 2,824,830

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,459,002 2,117,047
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 (４)　継続企業の前提に関する注記

　　　　該当事項はありません。

 (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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