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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 5,657 49.3 △29 ― △13 ― △30 ―

22年3月期第2四半期 3,789 △64.0 △266 ― △106 ― △111 ―

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 △3.07 ―

22年3月期第2四半期 △11.32 ―

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 13,493 6,766 50.1 686.94
22年3月期 12,621 6,918 54.8 702.33

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  6,766百万円 22年3月期  6,917百万円

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  
 

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 ― 10.00 10.00

23年3月期 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 10.00 10.00

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  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 13,300 85.4 0 ― 0 ― △110 ― △11.17



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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，四半期財務諸表に
対する四半期レビュー手続を実施中です。 

※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、添付資料 ２ページ「１．当四半期の連結業績等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」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】 ３ページ 「２．その他の情報」 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 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  9,850,000株 22年3月期  9,850,000株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  76株 22年3月期  76株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q  9,849,924株 22年3月期2Q  9,849,924株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年９月30日まで）におけるわが国経済は、持ち直しの

動きが見られ、自立的な景気回復への基盤が整いつつありましたが、長引く円高や海外景気の下振れ懸念等景気を

下押しするリスクが残り、依然として厳しい状況が続きました。 

 当社グループの主要顧客である自動車業界におきましては、世界各国の需要喚起策の影響により回復傾向にあり

ますが、エコカー補助金終了に伴う需要の減退が想定される中、過度な円高が国内生産や雇用に与える影響等懸念

材料も残っております。 

 このような状況の中、当第２四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各社の設備

投資が回復傾向にあることを受け、一部キャンセルはあったものの4,339百万円（前年同四半期は295百万円、前年

同四半期比1,369.2％増）と大幅に回復し、ＦＡシステム製品も同様に2,198百万円（前年同四半期比267.4％増）

となりました。また、アフターサービス工事も2,104百万円（前年同四半期比59.3％増）と回復いたしました。全

体でも8,641百万円（前年同四半期比290.2％増）と大幅に回復いたしました。受注残高は前連結会計年度末に比べ

2,984百万円増加し10,021百万円となりました。 

 売上高につきましては、プレス機械は2,809百万円（前年同四半期比70.0％増）、ＦＡシステム製品は1,381百万

円（前年同四半期比27.7％増）、アフターサービス工事は1,467百万円（前年同四半期比38.9％増）となり、全体

では5,657百万円（前年同四半期比49.3％増）となりました。 

 損益面につきましては、仕事量の増加、原価の低減及び固定費の削減等により、営業損失29百万円（前年同四半

期は266百万円の営業損失）、経常損失13百万円（前年同四半期は106百万円の経常損失）、四半期純損失30百万円

（前年同四半期は111百万円の四半期純損失）と赤字幅が縮減しました。 

  

（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２四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1,094百万円増加し、

10,081百万円となりました。これは、主に現金及び預金が増加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223百万円減少し、3,411百万円となりました。これは、主に有形

固定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1,022百万円増加し、6,726百万円となりました。これは、主に未払金

が増加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151百万円減少し、6,766百万円となりました。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２四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、売上債権の増加及び定

期預金の預入による支出等の要因はあったものの、たな卸資産の減少及び未払金の増加等により、前連結会計年

度末に比べ608百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末には1,975百万円となりました。 

 当第２四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２四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は、1,373百万円（前年同四半期は2,353百

万円の使用）となりました。これは、主に売上債権の増加等の要因はあったものの、たな卸資産の減少及び未

払金の増加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２四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、656百万円（前年同四半期比61％増）

となりました。これは、主に定期預金の預入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２四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、99百万円（前年同四半期比49％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。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年３月期第２四半期連結累計期間及び平成23年３月期通期の業績予想につきまして、平成22年５月12日に

公表いたしました業績予想を本日修正しております。詳細につきましては、本日開示いたしました「業績予想の修

正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報



（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 

①簡便な会計処理 

・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。 

・繰延税金資産の回収可能性の判断 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状

況に著しい変化がないため、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを

利用しております。 

・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２四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）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

会計処理基準に関する事項の変更  

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。 

 なお、これによる当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

  

（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。 

２．その他の情報



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 5,951,490 4,721,107

受取手形及び売掛金 3,177,566 2,797,412

商品及び製品 46,602 36,089

仕掛品 527,448 835,423

原材料及び貯蔵品 173,734 152,208

繰延税金資産 324 350

その他 207,327 447,678

貸倒引当金 △3,180 △3,450

流動資産合計 10,081,314 8,986,820

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,148,583 1,188,106

機械装置及び運搬具（純額） 680,098 795,998

土地 854,677 854,677

その他（純額） 123,545 135,250

有形固定資産合計 2,806,903 2,974,032

無形固定資産   

のれん 139,868 161,603

その他 46,083 56,634

無形固定資産合計 185,951 218,238

投資その他の資産   

投資有価証券 320,324 334,060

その他 98,815 111,371

貸倒引当金 △280 △2,788

投資その他の資産合計 418,860 442,643

固定資産合計 3,411,715 3,634,913

資産合計 13,493,029 12,621,733



（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 637,913 513,951

短期借入金 1,150,000 1,150,000

未払金 2,396,805 1,054,187

未払費用 373,121 387,671

未払法人税等 19,372 10,523

前受金 160,933 65,956

賞与引当金 120,000 120,000

製品保証引当金 170,170 199,507

受注損失引当金 521,481 831,091

その他 44,413 88,487

流動負債合計 5,594,211 4,421,375

固定負債   

退職給付引当金 1,077,947 1,221,730

役員退職慰労引当金 12,971 8,453

その他 41,126 51,769

固定負債合計 1,132,045 1,281,953

負債合計 6,726,257 5,703,329

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 5,023,425 5,152,155

自己株式 △50 △50

株主資本合計 6,825,774 6,954,504

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 22,364 33,587

繰延ヘッジ損益 3,859 △453

為替換算調整勘定 △85,726 △69,734

評価・換算差額等合計 △59,502 △36,599

新株予約権 500 500

純資産合計 6,766,772 6,918,404

負債純資産合計 13,493,029 12,621,733



（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 3,789,989 5,657,915

売上原価 3,419,012 5,022,939

売上総利益 370,976 634,976

販売費及び一般管理費 637,105 664,398

営業損失（△） △266,128 △29,421

営業外収益   

受取利息 4,572 3,844

受取配当金 69,432 4,023

助成金収入 97,707 12,967

補助金収入 － 10,034

その他 19,426 11,314

営業外収益合計 191,139 42,185

営業外費用   

支払利息 549 5,164

為替差損 9,838 15,474

デリバティブ評価損 7,697 －

その他 12,958 6,118

営業外費用合計 31,044 26,757

経常損失（△） △106,034 △13,994

税金等調整前四半期純損失（△） △106,034 △13,994

法人税等 5,479 16,236

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △30,230

四半期純損失（△） △111,513 △30,230



（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（△） △106,034 △13,994

減価償却費 222,562 182,934

のれん償却額 18,626 21,735

賞与引当金の増減額（△は減少） △30,000 －

製品保証引当金の増減額（△は減少） △83,197 △29,336

受注損失引当金の増減額（△は減少） △20,149 △309,610

退職給付引当金の増減額（△は減少） △74,527 △143,782

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,842 4,518

貸倒引当金の増減額（△は減少） △111 △2,778

受取利息及び受取配当金 △74,005 △7,868

支払利息 549 5,164

投資有価証券売却損益（△は益） － △621

固定資産除却損 262 52

売上債権の増減額（△は増加） 1,605,398 △388,223

たな卸資産の増減額（△は増加） △79,204 270,242

その他の流動資産の増減額（△は増加） 159,673 △10,695

仕入債務の増減額（△は減少） △940,509 124,973

未払費用の増減額（△は減少） △467,317 △10,479

未払金の増減額（△は減少） △2,264,638 1,361,643

前受金の増減額（△は減少） △127,418 99,967

その他の流動負債の増減額（△は減少） △10,655 △23,469

その他 △96,556 △1,751

小計 △2,363,410 1,128,620

利息及び配当金の受取額 73,639 7,404

利息の支払額 △549 △2,484

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △63,289 240,439

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,353,611 1,373,980

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 △207,034 △4,206,857

定期預金の払戻による収入 320,000 3,585,000

投資有価証券の取得による支出 △42,124 △18,094

投資有価証券の売却による収入 － 12,400

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 △93,807 △24,568

無形固定資産の取得による支出 △4,706 △3,533

その他 54,520 △847

投資活動によるキャッシュ・フロー △407,462 △656,500



（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   

配当金の支払額 △196,180 △98,936

その他 △478 △478

財務活動によるキャッシュ・フロー △196,659 △99,415

現金及び現金同等物に係る換算差額 30,760 △9,538

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,926,972 608,526

現金及び現金同等物の期首残高 5,163,001 1,367,093

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,236,029 1,975,619



 該当事項はありません。 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

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） 

 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） 

 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） 

（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。 

  

〔セグメント情報〕 

 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

主な事業とする単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

  

（追加情報） 

 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。 

 該当事項はありません。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  ヨーロッパ アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  446,950  888,336  170,553  1,505,840

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  3,789,989

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  11.8  23.4  4.5  39.7

（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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