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 （役職名） 取締役経理部長　（氏名） 増田 博明 ＴＥＬ (078) 942 - 2345

四半期報告書提出予定日　 平成23年2月10日 配当支払開始予定日　 ―

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３四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年12月31日）

（１）連結経営成績（累計）

（２）連結財政状態

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につきましては、未定でございます。詳細は、｢業績予想の適切な利用に関する

　説明、その他特記事項｣をご覧下さい。

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
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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　（社名　　　　　　　　　　　　　）　、除外　－社　（社名　　　　　　　　　　　　　）　　

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更に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。

・期末配当につきましては、現時点では未定とさせていただき、今後の業績の推移などを勘案したうえ、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３四半期連結累計期間（平成22年４月～平成22年12月）における当社グループに関連する市場は、海

　外を中心に好転しました。特に、中国や南アジアでのＩＴ・電子機器関連の需要が引続き好調に推移し、ま

　た、自動車関連につきましても、アジアでの需要は増加傾向にありました。国内では、医療機器や生活関連

　用品での需要が堅調であり、自動車関連につきましても需要が出始めました。

　　このような状況下で、当社製品の受注は、新興国向けの輸出を中心として回復基調にありますが、他方、

　円高の影響も受注面において生じております。

　【射出成形機】

　　射出成形機につきましては、中国を中心としたアジアでのスマートフォン等の高機能電子端末向け高性能

　射出成形機の需要が好調でした。また、自動車関連の需要につきましても、海外において増加傾向にありま

　した。

　【ダイカストマシン】

　　ダイカストマシンにつきましては、中国や南アジアでの自動車関連の需要が増加しました。また、国内に

　おいても、自動車関連の設備投資が更新需要等で一部回復が見られました。

　　この結果、当第３四半期連結累計期間における受注高は、前年同四半期比82.3%増の155億３千１百万円と

　なりました。また、売上高は前年同四半期比94.7％増の139億６千９百万円となりました。

　　従って、当第３四半期連結累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、営業利益６億１千万円、経常利益５億６千７百万円、四半期純利益５億３千５百万円となり、前年同四

　半期の大幅な赤字から黒字へ転換しました。

（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20億５千万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20億８千５百万円、たな卸資産の増加３億２百万円及び現金及び預金の減少３億８千万円によるも

　のであります。

　　固定資産は、前連結会計年度末に比べて４億５千５百万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３億４千１百万円及び無形固定資産の減少１億２千１百万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４億４千１百万円増加いたしました。これは、主に支払手形及び

　買掛金の増加10億３千４百万円、短期借入資金の減少８億４千４百万円及び前受金等の増加によるものであ

　ります。

　　固定負債は、前連結会計年度末に比べて６億６千２百万円増加いたしました。これは、主に長期借入金の

　増加６億４千４百万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４億９千万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５億１千５百万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３四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、24億５千３百万円となり、前連結会

　計年度末に比べて３億７千万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の計上、減価償却費及び仕入債務の増

　加という要因があったものの、受注及び売上の増加に伴うたな卸資産及び売上債権の増加等により、５千６

　百万円の支出となりました。
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　（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、老朽化した生産設備の入れ替え及びシステム投資等を行ったため

　４千２百万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、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ったこと及び上期において配当可能利益を確保できる

　見通しとなったことから中間配当を行ったため、２億２千８百万円の支出となりました。

（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、射出成形機及びダイカストマシンともに需要は堅調に推移しております。

　しかしながら、円高や材料価格の上昇及び不安定な景気動向、さらに、新興国におけるインフレと金融引締

　め等の懸念材料があり、当社製品の需要は先行き不透明であります。当社としては、引続き需要が見込める

　高性能電子機器や自動車関連等の需要の取り込みに注力して、受注・売上の確保を図り、業績の改善に努め

　ます。

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

　　　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。
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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３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,453,962 2,834,830

受取手形及び売掛金 5,941,048 3,855,359

商品及び製品 1,864,694 1,712,991

仕掛品 1,008,566 908,447

原材料及び貯蔵品 626,458 575,288

その他 300,436 249,667

貸倒引当金 △16,603 △8,183

流動資産合計 12,178,563 10,128,401

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,333,192 2,478,263

機械装置及び運搬具（純額） 1,190,790 1,335,616

工具、器具及び備品（純額） 162,222 206,302

土地 814,347 814,347

リース資産（純額） 20,520 27,847

有形固定資産合計 4,521,073 4,862,376

無形固定資産 349,218 470,698

投資その他の資産   

投資有価証券 148,002 142,508

その他 95,093 95,994

貸倒引当金 △41,565 △44,284

投資その他の資産合計 201,531 194,218

固定資産合計 5,071,822 5,527,294

資産合計 17,250,385 15,655,696
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,004,275 2,969,478

短期借入金 1,700,000 2,900,000

1年内返済予定の長期借入金 355,500 －

未払費用 313,831 361,479

未払法人税等 19,752 16,518

繰延税金負債 4,546 4,890

製品保証引当金 2,024 6,182

役員賞与引当金 8,325 －

その他 610,018 318,637

流動負債合計 7,018,273 6,577,185

固定負債   

長期借入金 644,500 －

繰延税金負債 323,221 326,962

退職給付引当金 1,432,400 1,410,492

その他 55,246 54,916

固定負債合計 2,455,368 1,792,371

負債合計 9,473,641 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 3,365,247 2,849,918

自己株式 △48,144 △47,961

株主資本合計 7,852,449 7,337,303

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 8,944 3,283

為替換算調整勘定 △143,584 △103,731

評価・換算差額等合計 △134,639 △100,447

少数株主持分 58,934 49,282

純資産合計 7,776,744 7,286,138

負債純資産合計 17,250,385 15,655,696
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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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 7,173,964 13,969,819

売上原価 6,780,646 10,692,968

売上総利益 393,318 3,276,851

販売費及び一般管理費 2,236,375 2,666,056

営業利益又は営業損失（△） △1,843,056 610,794

営業外収益   

受取利息及び配当金 3,922 5,116

固定資産賃貸料 62,900 63,541

助成金収入 106,723 －

その他 10,215 15,141

営業外収益合計 183,763 83,799

営業外費用   

支払利息 25,017 23,584

手形売却損 4,544 6,104

固定資産除却損 3,255 3,629

固定資産賃貸費用 6,252 6,637

為替差損 17,604 71,450

その他 9,480 15,433

営業外費用合計 66,154 126,839

経常利益又は経常損失（△） △1,725,448 567,754

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 759

固定資産売却益 14,203 －

投資有価証券売却益 17,231 －

特別利益合計 31,435 759

特別損失   

固定資産除却損 3,447 －

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 3,447 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（△）

△1,697,460 560,594

法人税、住民税及び事業税 10,385 18,917

法人税等調整額 △3,667 △3,919

法人税等合計 6,717 14,998

少数株主損益調整前四半期純利益 － 545,596

少数株主利益 4,503 9,651

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,708,681 535,944
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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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△1,697,460 560,594

減価償却費 726,780 572,612

貸倒引当金の増減額（△は減少） 29,843 5,736

製品保証引当金の増減額（△は減少） △3,707 △4,158

退職給付引当金の増減額（△は減少） 43,574 21,907

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － 8,325

受取利息及び受取配当金 △3,922 △5,116

支払利息 25,017 23,584

為替差損益（△は益） 11,515 15,739

売上債権の増減額（△は増加） 1,296,394 △2,128,497

たな卸資産の増減額（△は増加） 925,273 △435,795

仕入債務の増減額（△は減少） △603,837 1,121,071

未払消費税等の増減額（△は減少） 13,534 △2,528

未収消費税等の増減額（△は増加） 86,945 18,454

その他 △190,108 198,910

小計 659,843 △29,159

利息及び配当金の受取額 3,922 5,116

利息の支払額 △19,489 △24,288

法人税等の支払額 △7,582 △7,939

営業活動によるキャッシュ・フロー 636,694 △56,270

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 － 10,000

有形固定資産の取得による支出 △41,062 △38,434

無形固定資産の取得による支出 △34,680 △15,646

有形固定資産の売却による収入 39,356 1,100

投資有価証券の売却による収入 41,465 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 5,079 △42,980

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） △300,000 △1,200,000

長期借入れによる収入 － 1,000,000

配当金の支払額 － △20,615

その他 △7,495 △7,821

財務活動によるキャッシュ・フロー △307,495 △228,437

現金及び現金同等物に係る換算差額 △12,171 △43,179

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 322,106 △370,867

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 2,784,026 2,453,962
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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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