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(百万円未満切捨て)

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)
(％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 3,221 △20.1 △432 ― △401 ― △430 ―

22年3月期第3四半期 4,031 △40.2 △220 ― △196 ― △209 ―

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 △46. 43 ―

22年3月期第3四半期 △22. 55 ―

 (2) 連結財政状態

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 7,211 3,395 47.1 366. 04

22年3月期 8,047 3,829 47.6 412. 70

(参考) 自己資本 23年3月期第3四半期 3,395百万円 22年3月期 3,829百万円

2. 配当の状況

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. 00 3. 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)

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 5,600 △5.9 △300 ― △260 ― △340 ― △36. 65



 

 
（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）２ ページ「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】P.3「その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中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 ： 無

（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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年3月期3Ｑ 9,350,000株 22年3月期 9,350,000株

② 期末自己株式数 23年3月期3Ｑ 72,378 22年3月期 71,899株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Ｑ 9,277,869 22年3月期3Ｑ 9,278,721株

(注意事項)
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当第３四半連結累計期間の当社グループの業績は、業績の先行指標である受注は徐々に回復傾向にありま

すが、売上高、営業利益、経常利益、当期純利益とも前年同期を下回る実績となりました。主力の金型部門

の受注につきましては、第２四半期以降、主要顧客である自動車メーカー各社の新車開発需要は徐々に回復

に向かい、販売価格の低下はあるものの、第３四半期連結累計期間では前年同期比3.1％増加いたしまし

た。産業機器部門の受注につきましても、第２四半期以降、高機能フィルム・シート押出機関連設備の引合

いが増加し、第３四半期連結累計期間は前年同期比191.7％増加いたしました。全社の受注高は4,748百万円

と前年同期に比べて35.5％増加いたしました。 

第３四半期連結累計期間の売上高は金型部門が前年同期に比べ16.2％減少し、産業機器部門は29.5％減少

いたしました。この結果、全社の売上高は3,221百万円と前年同期を20.1％下回る実績となりました。損益

については、売上高の減少の影響が大きく、営業損失432百万円（前年同期は220百万円の損失）、経常損失

401百万円（前年同期は196百万円の損失）、四半期純損失430百万円（前年同期は209百万円の損失）となり

ました。 

  

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末に比べ835百万円減少し、7,211百万円となり

ました。また純資産は四半期純損失による利益剰余金の減少により前連結会計年度末に比べ433百万円減少

し、3,395百万円となりました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半連結累計期間の営業活動により得られた資金は160百万円となりました。主な増加の内訳は、

減価償却費275百万円と売上債権の減少660百万円等であり、主な減少の内訳は税金等調整前四半期純損失

463百万円及びたな卸資産の増加400百万円等です。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動で得られた資金は20百万円となりました。主な増加の内訳は、有形固定資産の売却による収入が

206百万円、主な減少の内訳は有形固定資産の取得による支出159百万円が主な内訳です。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動で使用した資金は467百万円となりました。主な減少の内訳は、短期借入金の返済200百万円と長

期借入金の返済254百万円によるものです。 

以上の結果、当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ286

百万円減少し、708百万円となりました。 

  

今後の見通しにつきましては、業績は徐々に回復に向いつつありますが、第３四半期連結累計期間の実績

が計画を大幅に下回ったことなどにより、平成23年３月期の通期の連結業績予想については、売上高5,600

百万円、営業損失300百万円、経常損失260百万円、当期純損失340百万円を見込んでいます。 

詳細については、平成23年２月４日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。 

また、現在実施中の固定費削減計画を強力に推し進め、徹底した経費の削減と国の助成策の活用など、全

社一丸となって黒字体制の確立に努めてまいります。 

  
  

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

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

  

  

  
 該当事項はありません。 

  

  
     該当事項はありません。 

  

  
・会計処理基準に関する事項の変更 
  

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）を適用しています。  

なお、この変更による四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 

  

・表示方法の変更 
  

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく財務諸表等

規則等の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用により、当第３四半期

連結累計期間および当第３四半期連結会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失（△）」の科

目で表示しています。 

  

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

（簡便な会計処理）

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理）

(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 708,199 994,870

受取手形及び売掛金 1,580,622 2,241,079

仕掛品 832,959 429,539

原材料及び貯蔵品 36,497 39,230

繰延税金資産 117,216 67,027

その他 55,152 59,407

貸倒引当金 △3,400 △4,500

流動資産合計 3,327,246 3,826,654

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 881,786 933,638

機械装置及び運搬具（純額） 1,080,540 1,060,372

土地 1,631,098 1,883,795

建設仮勘定 7,858 65,140

その他（純額） 30,186 39,893

有形固定資産合計 3,631,470 3,982,840

無形固定資産

ソフトウエア 60,416 47,817

その他 5,947 6,020

無形固定資産合計 66,363 53,837

投資その他の資産

繰延税金資産 82,358 93,239

その他 124,888 113,383

貸倒引当金 △21,214 △22,911

投資その他の資産合計 186,032 183,712

固定資産合計 3,883,866 4,220,389

資産合計 7,211,113 8,047,043

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,397,424 1,401,561

短期借入金 1,533,320 1,753,320

未払法人税等 8,696 11,630

賞与引当金 58,677 87,300

設備関係支払手形 1,283 8,676

設備関係未払金 8,685 164,054

その他 258,992 151,140

流動負債合計 3,267,079 3,577,683
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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)

固定負債

長期借入金 353,370 588,360

リース債務 142,134 －

長期未払金 45,335 45,335

退職給付引当金 7,206 6,597

固定負債合計 548,045 640,292

負債合計 3,815,125 4,217,975

純資産の部

株主資本

資本金 1,613,000 1,613,000

資本剰余金 831,151 831,151

利益剰余金 964,177 1,394,989

自己株式 △17,176 △17,100

株主資本合計 3,391,151 3,822,040

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 4,836 7,027

評価・換算差額等合計 4,836 7,027

純資産合計 3,395,988 3,829,067

負債純資産合計 7,211,113 8,047,043

㈱積水工機製作所(6487)平成23年３月期第３四半期決算短信

-5-



(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 4,031,833 3,221,883

売上原価 3,703,550 3,171,538

売上総利益 328,283 50,344

販売費及び一般管理費 548,800 482,823

営業損失（△） △220,517 △432,479

営業外収益

受取配当金 688 538

仕入割引 1,780 1,436

補助金収入 10,559 －

助成金収入 29,066 43,938

その他 741 3,714

営業外収益合計 42,834 49,627

営業外費用

支払利息 18,291 17,805

その他 709 434

営業外費用合計 19,000 18,240

経常損失（△） △196,683 △401,091

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 1,696

特別利益合計 － 1,696

特別損失

固定資産除却損 － 46,419

その他 － 17,931

特別損失合計 － 64,351

税金等調整前四半期純損失（△） △196,683 △463,745

法人税、住民税及び事業税 27,692 4,871

法人税等調整額 △15,157 △37,804

法人税等合計 12,535 △32,932

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △430,812

四半期純損失（△） △209,219 △430,812
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【第３四半期連結会計期間】

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間
(自 平成21年10月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成22年10月１日
至 平成22年12月31日)

売上高 905,863 1,012,270

売上原価 917,189 1,021,724

売上総損失（△） △11,326 △9,453

販売費及び一般管理費 176,220 167,341

営業損失（△） △187,547 △176,795

営業外収益

仕入割引 423 481

助成金収入 14,853 13,196

その他 402 1,326

営業外収益合計 15,679 15,003

営業外費用

支払利息 5,388 5,674

その他 529 145

営業外費用合計 5,917 5,819

経常損失（△） △177,784 △167,611

特別損失

その他 － 23

特別損失合計 － 23

税金等調整前四半期純損失（△） △177,784 △167,634

法人税、住民税及び事業税 △27,297 1,370

法人税等調整額 37,266 △23,216

法人税等合計 9,968 △21,846

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △145,788

四半期純損失（△） △187,753 △145,788
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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損失（△） △196,683 △463,745

減価償却費 252,479 275,165

貸倒引当金の増減額（△は減少） 28,911 △2,796

受取利息及び受取配当金 △1,109 △1,556

支払利息 18,291 17,805

補助金収入 △10,559 －

助成金収入 △29,066 △43,938

投資有価証券評価損益（△は益） － 12,368

固定資産除売却損益（△は益） － 46,419

売上債権の増減額（△は増加） 1,173,082 660,457

前受金の増減額（△は減少） 122,016 102,133

たな卸資産の増減額（△は増加） △41,699 △400,687

仕入債務の増減額（△は減少） △910,600 △4,136

未払消費税等の増減額（△は減少） △81,081 △30,573

賞与引当金の増減額（△は減少） △82,000 △28,622

退職給付引当金の増減額（△は減少） △19,258 608

その他 △16,122 △29,463

小計 206,600 109,435

利息及び配当金の受取額 1,276 1,465

利息の支払額 △17,564 △17,431

補助金の受取額 10,559 －

助成金の受取額 3,408 66,284

法人税等の支払額 △215,439 △4,351

法人税等の還付額 － 5,292

営業活動によるキャッシュ・フロー △11,158 160,696

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 △182,502 △159,058

有形固定資産の売却による収入 － 206,932

その他 △6,114 △27,544

投資活動によるキャッシュ・フロー △188,617 20,329

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） 450,151 △200,000

長期借入金の返済による支出 △298,740 △254,990

リース債務の返済による支出 － △12,349

自己株式の純増減額（△は増加） △290 △76

配当金の支払額 △32,569 △280

財務活動によるキャッシュ・フロー 118,551 △467,696

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △81,224 △286,671

現金及び現金同等物の期首残高 539,218 994,870

現金及び現金同等物の四半期末残高 457,994 708,199
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該当事項はありません。 

  

(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)を適用しています。 

  

１  報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社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す。 
当社は、取扱製品である「金型」及び「産業機器」ごとに包括的な戦略を策定し事業活動を展開してい

ます。 
 従って、製品セグメントである、「金型」及び「産業機器」の２つを報告セグメントとしています。 

  

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 

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) 前第３四半期連結累計期間についても、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」を適用しています。 

なお、この適用による影響はありません。 
  

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) 

 
  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

(単位：千円)

報告セグメント

調整 合計

金型 産業機器 計

売上高

  外部顧客への売上高 2,861,760 1,170,072 4,031,833 ― 4,031,833

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ―

計 2,861,760 1,170,072 4,031,833 ― 4,031,833

セグメント利益又はセグメン
ト損失(△)

△296,113 75,595 △220,517 ― △220,517

(単位：千円)

報告セグメント

調整 合計

金型 産業機器 計

売上高

  外部顧客への売上高 2,396,901 824,981 3,221,883 ― 3,221,883

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ―

計 2,396,901 824,981 3,221,883 ― 3,221,883

セグメント損失(△) △392,662 △39,816 △432,479 ― △432,479
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３  報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容(差異調整に関する事項) 

報告セグメントの損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書の営業損失は一致しています。 

  

  

       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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当第３四半期連結累計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 
(注) １ セグメント間取引については、相殺消去しています。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれていません。 

  

  

当第３四半期連結累計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 
(注) １ セグメント間取引については、相殺消去しています。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれていません。 

  

4. 補足情報

(1) 受注の状況

セグメントの名称 受注高(千円)
前年同四半期比

(％)
受注残高(千円)

前年同四半期比
(％)

金型 2,992,411 3.1 1,612,308 13.6

産業機器 1,756,520 191.7 1,849,142 214.0

合計 4,748,931 35.5 3,461,450 72.4

(2) 販売の状況

セグメントの名称 販売高(千円) 前年同四半期比(％)

金型 2,396,901 △16.2

産業機器 824,981 △29.5

合計 3,221,883 △20.1
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