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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） 

 

(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3四半期 8,961 81.6 △36 ― △17 ― △127 ―

22年3月期第3四半期 4,933 △69.3 △561 ― △316 ― △1,305 ―

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3四半期 △12.95 ―

22年3月期第3四半期 △132.56 ―

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3四半期 14,724 6,666 45.3 676.80
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3四半期  6,666百万円 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  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 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3Q  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3Q  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3Q  9,849,924株 22年3月期3Q  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３四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年12月31日まで）におけるわが国経済は、持ち直しの

動きが見られましたが、本格的な自律回復に向けた展望が開けず、円高や長引くデフレ、厳しい雇用情勢等によ

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も、世界各国の需要喚起策の影響により回復傾向にあり

ましたが、エコカー補助金終了の影響による大幅な販売減少と急激な円高の進行による収益の悪化により、厳しい

状況が続きました。 

 このような状況の中、当第３四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6,418百万円（前年同四半期は253百万円、前年同四半期比2,430.6％増）と大幅

に回復し、ＦＡシステム製品も同様に3,701百万円（前年同四半期比388.2％増）となりました。また、アフターサ

ービス工事も2,849百万円（前年同四半期比54.3％増）と回復いたしました。全体でも12,969百万円（前年同四半

期比353.8％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4,008百万円増加し11,045百万円

となりました。 

 売上高につきましては、プレス機械は4,172百万円（前年同四半期比121.9％増）、ＦＡシステム製品は2,238百

万円（前年同四半期比73.2％増）、アフターサービス工事は2,550百万円（前年同四半期比44.8％増）となり、全

体では8,961百万円（前年同四半期比81.6％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36百万円（前年同四半

期は561百万円の営業損失）、経常損失17百万円（前年同四半期は316百万円の経常損失）と赤字幅が縮減しまし

た。四半期純損益につきましては、平成22年10月１日に適格退職年金制度及び退職一時金制度から、確定拠出年金

制度及び退職一時金制度に移行したことに伴う退職給付制度改定損82百万円はありましたが、前年同四半期は繰延

税金資産945百万円の取崩があったため、127百万円の四半期純損失（前年同四半期は1,305百万円の四半期純損

失）と大幅に赤字幅が縮減いたしました。 

  

（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３四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2,412百万円増加し、

11,399百万円となりました。これは、主に受取手形及び売掛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309百万円減少し、3,324百万円となりました。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2,353百万円増加し、8,057百万円となりました。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251百万円減少し、6,666百万円となりました。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３四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、未払金の増加及び定期預金の払戻による収入等により、前連

結会計年度末に比べ1,607百万円増加し、当第３四半期連結会計期間末には2,974百万円となりました。 

 当第３四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３四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、884百万円（前年同四半期は1,587百万

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、未払金の増加等があったこ

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３四半期連結累計期間において投資活動の結果獲得した資金は、830百万円（前年同四半期は1,083百万

円の使用）となりました。これは、主に定期預金の預入による支出はあったものの、定期預金の払戻による収

入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３四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 

 当第３四半期連結累計期間の業績は概ね計画どおり進捗しており、平成23年３月期通期の業績予想につきまして

は、平成23年11月４日に公表いたしました業績予想を変更しておりません。 

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 

・棚卸資産の評価方法 

 当第３四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し第２四半期連結会計期間末に

係る実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。 

・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３四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３四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 5,459,891 4,721,107

受取手形及び売掛金 4,698,449 2,797,412

商品及び製品 52,706 36,089

仕掛品 786,156 835,423

原材料及び貯蔵品 163,316 152,208

繰延税金資産 317 350

その他 242,175 447,678

貸倒引当金 △3,690 △3,450

流動資産合計 11,399,323 8,986,820

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,128,841 1,188,106

機械装置及び運搬具（純額） 627,761 795,998

土地 854,677 854,677

その他（純額） 117,863 135,250

有形固定資産合計 2,729,144 2,974,032

無形固定資産   

のれん 129,000 161,603

その他 40,821 56,634

無形固定資産合計 169,822 218,238

投資その他の資産   

投資有価証券 327,065 334,060

その他 99,171 111,371

貸倒引当金 △280 △2,788

投資その他の資産合計 425,957 442,643

固定資産合計 3,324,923 3,634,913

資産合計 14,724,247 12,621,733



（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 698,976 513,951

短期借入金 1,150,000 1,150,000

未払金 3,343,430 1,054,187

未払費用 568,679 387,671

未払法人税等 27,947 10,523

前受金 237,798 65,956

賞与引当金 91,410 120,000

製品保証引当金 188,747 199,507

受注損失引当金 560,144 831,091

その他 53,107 88,487

流動負債合計 6,920,240 4,421,375

固定負債   

退職給付引当金 997,343 1,221,730

役員退職慰労引当金 15,230 8,453

その他 124,504 51,769

固定負債合計 1,137,078 1,281,953

負債合計 8,057,319 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 4,926,138 5,152,155

自己株式 △50 △50

株主資本合計 6,728,487 6,954,504

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 24,166 33,587

繰延ヘッジ損益 △1,378 △453

為替換算調整勘定 △84,847 △69,734

評価・換算差額等合計 △62,059 △36,599

新株予約権 500 500

純資産合計 6,666,928 6,918,404

負債純資産合計 14,724,247 12,621,733



（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 4,933,976 8,961,186

売上原価 4,487,752 7,986,378

売上総利益 446,224 974,808

販売費及び一般管理費 1,007,319 1,011,646

営業損失（△） △561,094 △36,838

営業外収益   

受取利息 5,567 5,211

受取配当金 72,585 6,811

助成金収入 148,997 14,037

補助金収入 － 10,034

その他 54,278 12,348

営業外収益合計 281,429 48,444

営業外費用   

支払利息 838 7,065

為替差損 8,034 15,519

デリバティブ評価損 14,857 －

その他 13,427 6,645

営業外費用合計 37,158 29,230

経常損失（△） △316,823 △17,623

特別損失   

退職給付制度改定損 － 82,365

特別損失合計 － 82,365

税金等調整前四半期純損失（△） △316,823 △99,989

法人税等 988,888 27,528

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △127,517

四半期純損失（△） △1,305,711 △127,517



（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損失（△） △316,823 △99,989

減価償却費 334,310 267,965

のれん償却額 29,493 32,603

賞与引当金の増減額（△は減少） △46,180 △28,590

製品保証引当金の増減額（△は減少） △121,299 △10,759

受注損失引当金の増減額（△は減少） △47,984 △270,947

退職給付引当金の増減額（△は減少） △81,720 △224,386

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,148 6,777

貸倒引当金の増減額（△は減少） △877 △2,268

受取利息及び受取配当金 △78,153 △12,023

支払利息 838 7,065

投資有価証券売却損益（△は益） △34,367 △621

固定資産除却損 262 52

売上債権の増減額（△は増加） 3,412,766 △1,912,142

たな卸資産の増減額（△は増加） △441,915 15,307

その他の流動資産の増減額（△は増加） 155,563 △52,994

仕入債務の増減額（△は減少） △866,098 186,837

未払費用の増減額（△は減少） △339,713 185,852

未払金の増減額（△は減少） △2,618,518 2,307,074

前受金の増減額（△は減少） △171,020 178,610

その他の流動負債の増減額（△は減少） △6,642 △6,456

その他 △98,830 71,612

小計 △1,330,762 638,576

利息及び配当金の受取額 78,130 12,634

利息の支払額 △838 △3,855

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △333,555 237,494

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,587,025 884,850

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 △931,261 △5,639,174

定期預金の払戻による収入 320,000 6,508,000

投資有価証券の取得による支出 △47,780 △20,331

投資有価証券の売却による収入 57,132 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 △96,286 △25,660

無形固定資産の取得による支出 △4,706 △3,533

その他 53,733 △1,204

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,083,478 830,495



（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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △196,264 △99,037

その他 △718 △718

財務活動によるキャッシュ・フロー △196,982 △99,755

現金及び現金同等物に係る換算差額 10,820 △7,981

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,856,667 1,607,609

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 2,306,334 2,974,702



 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） 

 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） 

（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）  546,342  1,069,146  392,258  2,007,746

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  4,933,976

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  11.1  21.7  7.9  40.7

（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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