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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9月30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 ％

23年3月期第2四半期 5,994 56.1 87 ― 38 ― △262 ―

22年3月期第2四半期 3,839 △37.2 △642 ― △644 ― △376 ―

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

23年3月期第2四半期 △11.45 ―

22年3月期第2四半期 △16.42 ―

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

23年3月期第2四半期 18,079 9,489 50.8 399.94
22年3月期 18,222 10,110 53.7 426.89

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  9,175百万円 22年3月期  9,793百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  

23年３月期の期末配当予想は未定であります。 

年間配当金

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

22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

23年3月期 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― ― ―

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） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 11,390 42.6 430 ― 350 ― 80 ― 3.49



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  有  

（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 

（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 
・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、四半期決算短信（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。 
・23年３月期の期末配当予想額につきましては、業績の状況や経営環境の先行きが不透明であることから、今後業績動向を見極めつつ検討することとして
おり、現時点で未定であります。配当予想額の開示が可能となった時点で速やかに開示いたします。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.４「２．その他の情報」をご覧下さい。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 1社 （社名 PEGASUS SEWING MACHINES (HO
NG KONG) LTD.

）

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） 23年3月期2Q 23,676,000株 22年3月期  23,676,000株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  733,330株 22年3月期  733,330株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 22,942,670株 22年3月期2Q 22,939,241株
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当第２四半期連結累計期間における日本経済は、緩やかな景気回復が持続したものの、期間後半には、輸出の伸

び悩みや耐久財購入刺激策の効果一巡などの影響により、景気回復ペースは鈍化の傾向を辿りました。世界経済

は、各国の景気刺激策の効果が薄れつつあるなかで、比較的堅調な新興国経済とは対照的に、米国経済の先行き懸

念や、燻り続ける欧州での信用不安などを背景に、先進国経済に対する先行き懸念が顕在化してまいりました。 

 工業用ミシン業界におきましては、主要新興国をはじめ欧米先進国におきましても、衣料に対する底堅い需要が

継続したことにより、期間を通じて世界各国の縫製メーカーの設備投資意欲は堅調に推移いたしました。 

このような環境のもとで、当社企業グループは急回復した顧客ニーズに対応すべく、増産に注力するとともに、

素材価格の上昇や円高などの厳しい事業環境に対処するため、販売価格の見直しやコストダウンにも努めた結果、

当第２四半期連結累計期間の売上高は59億94百万円（前年同四半期比56.1％増）となり、営業利益は87百万円（前

年同四半期は営業損失６億42百万円）、経常利益は38百万円（前年同四半期は経常損失６億44百万円）、四半期純

損失は２億62百万円（前年同四半期は四半期純損失３億76百万円）となりました。 

  

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

（工業用ミシン） 

工業用ミシンにつきましては、需要回復に伴う増産体制の強化やコストダウンなどに努め、売上高54億85百万

円、営業利益４億16百万円となりました。 

  

（ダイカスト部品） 

ダイカスト部品につきましては、顧客から品質面において高い評価を頂いており、売上高４億93百万円、営業利

益89百万円となりました。 

  

（その他） 

その他につきましては、コンピュータソフト及びそれらの技術・サービスの開発・販売を行っており、売上高15

百万円、営業利益２百万円となりました。 

  

①財政状態の分析 

（資産） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて28百万円減少し、129億34百万円となりました。これは、現金及び預金

が５億89百万円減少し、受取手形及び売掛金が６億71百万円増加したことなどによります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて１億14百万円減少し、51億45百万円となりました。これは、有形固定資

産が２億31百万円減少し、投資その他の資産が１億33百万円増加したことなどによります。 

この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて１億42百万円減少し、180億79百万円となりました。 
  
（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて７億53百万円増加し、62億92百万円となりました。これは、支払手形及

び買掛金が７億65百万円増加したことなどによります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて２億75百万円減少し、22億97百万円となりました。これは、社債が１億

36百万円、長期借入金が１億75百万円それぞれ減少したことなどによります。 

この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて４億77百万円増加し、85億89百万円となりました。 
  
（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて６億20百万円減少し、94億89百万円となりました。これは、為替換算

調整勘定が３億38百万円、利益剰余金が２億62百万円それぞれ減少したことなどによります。 
  

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

(2) 連結財政状態に関する定性的情報
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②連結キャッシュ・フローの状況 

現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ６億83百万円減少し、40億67百万円となりました。 

（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損失が１億30百万円であり、売上債権の増加７億

93百万円、為替差益１億55百万円、仕入債務の増加８億59百万円、減価償却費１億97百万円などにより、21百万円

の支出となりました。 

（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、定期預金の預入による支出３億31百万円、投資有価証券の取得による支

出１億98百万円、有形固定資産の取得による支出62百万円、定期預金の払戻による収入２億22百万円などにより、

３億65百万円の支出となりました。 

（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、有利子負債の純減少額１億30百万円により、１億30百万円の支出となり

ました。 

  

平成22年５月14日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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PEGASUS SEWING MACHINES (HONG KONG) LTD.は、当第２四半期会計期間に清算結了したことにより連結子会社よ

り除外しております。 

  

簡便な会計処理を適用しておりますが、重要性が乏しいため記載を省略しております。 

  

  （資産除去債務に関する会計基準の適用） 

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。 

これによる当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純損失に与える影響はあり

ません。 

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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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２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 4,540,503 5,130,449

受取手形及び売掛金 2,894,172 2,222,744

商品及び製品 1,504,111 1,881,662

仕掛品 540,328 576,566

原材料及び貯蔵品 3,220,454 2,957,233

その他 251,741 214,065

貸倒引当金 △17,227 △20,184

流動資産合計 12,934,084 12,962,536

固定資産

有形固定資産 3,918,861 4,150,337

無形固定資産 334,815 350,748

投資その他の資産 891,959 758,930

固定資産合計 5,145,636 5,260,017

資産合計 18,079,721 18,222,554

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,146,979 381,042

短期借入金 3,733,681 3,710,892

未払法人税等 175,922 149,733

賞与引当金 89,977 83,514

その他 1,145,671 1,213,573

流動負債合計 6,292,231 5,538,755

固定負債

社債 521,000 657,000

長期借入金 929,641 1,105,017

退職給付引当金 241,491 212,990

役員退職慰労引当金 1,998 1,444

その他 603,623 597,024

固定負債合計 2,297,754 2,573,475

負債合計 8,589,986 8,112,231

純資産の部

株主資本

資本金 1,903,550 1,903,550

資本剰余金 2,049,873 2,049,873

利益剰余金 6,884,969 7,147,767

自己株式 △291,473 △291,473

株主資本合計 10,546,919 10,809,717

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △34,118 △17,298

為替換算調整勘定 △1,337,155 △998,484

評価・換算差額等合計 △1,371,273 △1,015,782

少数株主持分 314,088 316,388

純資産合計 9,489,734 10,110,322

負債純資産合計 18,079,721 18,222,554
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(2) 四半期連結損益計算書

【第２四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

売上高 3,839,119 5,994,183

売上原価 2,928,465 4,310,124

売上総利益 910,653 1,684,058

販売費及び一般管理費 1,552,819 1,596,114

営業利益又は営業損失（△） △642,165 87,944

営業外収益

受取利息 22,083 26,435

受取配当金 3,545 3,695

不動産賃貸料 28,149 19,949

デリバティブ評価益 61,909 25,733

助成金収入 50,318 6,718

その他 6,577 10,085

営業外収益合計 172,584 92,618

営業外費用

支払利息 71,214 58,605

為替差損 90,075 79,298

その他 13,458 4,003

営業外費用合計 174,748 141,907

経常利益又は経常損失（△） △644,329 38,654

特別利益

固定資産売却益 207,793 1,358

保険解約返戻金 8,174 －

貸倒引当金戻入額 7,540 628

特別利益合計 223,508 1,986

特別損失

固定資産除売却損 5,882 4,168

投資有価証券評価損 17,391 50,203

ゴルフ会員権売却損 416 －

ゴルフ会員権評価損 830 －

退職特別加算金 31,404 －

在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損 － 117,041

特別損失合計 55,924 171,414

税金等調整前四半期純損失（△） △476,745 △130,772

法人税、住民税及び事業税 43,187 107,759

法人税等調整額 △141,750 4,371

法人税等合計 △98,563 112,131

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △242,904

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1,601 19,893

四半期純損失（△） △376,581 △262,797
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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２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９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損失（△） △476,745 △130,772

減価償却費 221,893 197,853

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7,534 △133

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,469 28,501

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △14,984 554

デリバティブ評価損益（△は益） △61,909 △25,639

受取利息及び受取配当金 △25,628 △30,131

支払利息 71,214 58,605

社債発行費 6,724 －

為替差損益（△は益） △111,052 △155,707

受取賃貸料 △28,149 △19,949

固定資産除売却損益（△は益） △201,911 2,810

投資有価証券評価損益（△は益） 17,391 50,203

在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損 － 117,041

保険解約損益（△は益） △8,174 －

売上債権の増減額（△は増加） 61,311 △793,320

たな卸資産の増減額（△は増加） 653,179 △10,458

仕入債務の増減額（△は減少） △447,260 859,638

未払金の増減額（△は減少） △902,524 △52,392

その他 135,458 △20,137

小計 △1,109,233 76,565

利息及び配当金の受取額 36,590 28,061

利息の支払額 △66,272 △55,941

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 20,737 △70,680

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,118,176 △21,995

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 △273,594 △331,817

定期預金の払戻による収入 667,796 222,684

有形固定資産の取得による支出 △106,284 △62,774

有形固定資産の売却による収入 517,740 2,358

無形固定資産の取得による支出 △28,539 △3,552

投資有価証券の取得による支出 － △198,678

投資不動産の賃貸による収入 28,149 16,193

保険積立金の解約による収入 20,484 －

その他 11,133 △10,247

投資活動によるキャッシュ・フロー 836,885 △365,834
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30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） 95,590 198,510

長期借入れによる収入 1,100,000 100,000

長期借入金の返済による支出 △468,072 △292,926

社債の発行による収入 293,275 －

社債の償還による支出 △85,000 △136,000

株式の発行による収入 800 －

少数株主への配当金の支払額 △8,844 －

その他 △208 △217

財務活動によるキャッシュ・フロー 927,539 △130,633

現金及び現金同等物に係る換算差額 126,532 △164,886

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 772,781 △683,349

現金及び現金同等物の期首残高 3,957,094 4,751,255

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,729,875 4,067,906
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該当事項はありません。 
  

   

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年

３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20

年３月21日）を適用しております。 
  

当社の報告セグメントは、当社企業グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会

が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

当社企業グループは、製品・サービス別の製造販売体制を置き、取り扱う製品・サービスについて全世界を対象

とした包括的な戦略を立案し、事業展開しております。 

従って、当社企業グループは製造販売体制を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、

「工業用ミシン」、「ダイカスト部品」の２つを報告セグメントとしております。 

 「工業用ミシン」は、主にニット衣料等の縫製に使用される環縫いミシンの製造販売をしております。「ダイカ

スト部品」は、自動車用安全ベルト関連部品をはじめとするダイカスト部品の製造販売をしております。 
  

 

(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、コンピュータソフト及びそれらの

技術・サービスの開発・販売事業を含んでおります。 

２  セグメント利益の調整額△420,835千円には、セグメント間取引消去27千円、各報告セグメントに配分して

いない全社費用△420,862千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管

理費であります。 

３  セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 
  

(4) 継続企業の前提に関する注記

 当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日）

(5) セグメント情報

【所在地セグメント情報】

 前第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日）

日本 

(千円)

中国 

(千円)

その他の 

アジア 

(千円)

米州 

(千円)

欧州 

(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
393,265 1,456,898 1,348,236 360,856 279,861 3,839,119 ─ 3,839,119

(2)セグメント間の 

  内部売上高又は 

  振替高

1,377,855 660,062 95,970 ─ 66 2,133,955 （2,133,955) ─

   計 1,771,121 2,116,961 1,444,206 360,856 279,928 5,973,074 （2,133,955) 3,839,119

営業損失（△） △727,474 △31,599 △68,496 △22,548 △33,116 △883,235 241,069 △642,165

【セグメント情報】

 （追加情報）

１．報告セグメントの概要

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

 当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日）

（単位：千円）

報告セグメント
その他

合計
調整額

四半期連結損益

計算書計上額

(注)３ 工業用ミシン ダイカスト部品 計
(注)１ (注)２ 

 

売上高

  外部顧客への売上高 5,485,542 493,354 5,978,896 15,286 5,994,183 ― 5,994,183

  セグメント間の内部売上高 

   又は振替高
― ― ― 7,418 7,418 △ 7,418 ―

計 5,485,542 493,354 5,978,896 22,705 6,001,601 △ 7,418 5,994,183

セグメント利益 416,370 89,749 506,119 2,659 508,779 △420,835 87,944

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

  該当事項はありません。
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該当事項はありません。 

(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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