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(百万円未満切捨て)

１．平成23年3月期の連結業績（平成22年４月１日～平成23年３月31日）
（１）連結経営成績 (％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期 14,663 56.6 532 ― 356 ― 529 ―
22年3月期 9,362 △24.3 △165 ― △292 ― △258 ―

(注) 包括利益  23年３月期 490百万円( ―％)  22年３月期 △267百万円( ―％)

１株当たり 
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり 
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

23年3月期 16 68 ― 11.7 2.3 3.6

22年3月期 △10,568 12 ― △6.9 △2.3 △1.8

(参考) 持分法投資損益 23年３月期 ―百万円 22年３月期 △2百万円

（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 15,958 4,784 30.0 150 65

22年3月期 14,393 4,289 29.8 135,069 10

(参考) 自己資本 23年３月期 4,784百万円 22年３月期 4,288百万円

（３）連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による 
キャッシュ・フロー

投資活動による 
キャッシュ・フロー

財務活動による 
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物 
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

23年3月期 24 △207 △307 2,034

22年3月期 1,060 △2,258 1,576 2,362

２．配当の状況

年間配当金 配当金総額 
(合計)

配当性向 
(連結)

純資産 
配当率 
(連結)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 百万円 ％ ％

22年3月期 ― 0 00 ― 0 00 0 00 ― ― ―

23年3月期 ― 0 00 ― 5 00 5 00 158 30.0 0.0

24年3月期(予想) ― 3 00 ― 3 00 6 00 50.1

３．平成24年３月期の連結業績予想（平成23年４月１日～平成24年３月31日）
(％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

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

第２四半期(累計) 7,500 △0.8 370 △5.4 310 6.9 180 △45.1 5 67

通 期 15,500 5.7 780 46.6 660 85.4 380 △28.2 11 97



  

 

 

 
  

 

 
  

 
  
（２）個別財政状態 

 

 
  

 
  

・この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点におい
て、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終了していません。 

  

・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「経営成績に関する分析」をご覧ください。 

  

・ 平成22年10月１日付けで普通株式１株につき普通株式1,000株の割合で株式分割を行なっております。

４．その他
（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) ： 無

  新規 ― 社 (            )、除外 ― 社 (            )

（２）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

（３）発行済株式数（普通株式）
① 期末発行済株式数（自己株式を含む)  23年3月期 31,758,000株  22年3月期 31,754株

② 期末自己株式数  23年3月期 ―株  22年3月期 ―株

③ 期中平均株式数  23年3月期 31,757,605株  22年3月期 24,470株

(参考) 個別業績の概要
１．平成23年3月期の個別業績（平成22年4月1日～平成23年3月31日）
（１）個別経営成績 (％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

 23年3月期 14,294 54.4 583 ― 461 ― 646 ―

 22年3月期 9,256 △23.5 △212 ― △318 ― △356 ―

１株当たり当期純利益
潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益
円 銭 円 銭

 23年3月期 20 37 ―

 22年3月期 △14,550 63 ―

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 15,695 4,867 31.0 153 26

 22年3月期 14,343 4,218 29.4 132,840 05

(参考) 自己資本 23年3月期 4,867百万円  22年3月期 4,218百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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①当期の経営成績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、急激な円高、デフレの進行、雇用の低迷はあったものの、新

興国による需要の増加、政府による景気刺激策の効果等により、景気は緩やかな回復基調をたどりまし

た。しかしながら、本年３月に発生いたしました東日本大震災の景気への影響は計り知れず、先行きに

不安を抱えたままの状態になっております。 

このような状況のもと、当社グループは、顧客のニーズに応じた新製品の開発、販売活動に努めると

ともに、引き続き全社的なコスト削減に取り組んでまいりました。 

その結果、当連結会計年度の連結売上高は、14,663百万円（前期比56.6％増）、連結営業利益

532百万円（前期連結営業損失165百万円）、連結経常利益356百万円（前期連結経常損失292百万円）と

なりました。 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりです。 

射出成形機関連事業につきましては、年度前半は国内では政府のエコカー減税や補助金の効果から自

動車業界の受注が伸び、売上も順調に推移いたしました。海外向けにおきましては、アジア地区、韓

国、台湾でＬＥＤ部品関係及び電子精密部品業界等の受注が予想を上回る回復で堅調に推移いたしまし

た。年度後半は国内において政府のエコカー補助金の終了及び円高の影響から自動車業界の受注は低迷

しましたが、スマートフォン関連、電子精密部品業界の受注売上げは比較的堅調に推移いたしました。

海外向けにおきましてはアジア地区、韓国、台湾でのＬＥＤ部品業界等の設備投資の一服感による落ち

込みはあったものの期末にかけやや上向きに推移しました。 

その結果、射出成形機関連事業の通期売上高は9,974百万円となりました。 

モーション関連事業につきましては、年度前半は液晶製造関連業界の検査装置、製造装置向け等の精

密ステージの受注が順調で、モータ等の売上も堅調に推移いたしました。しかし、競合先との販売競争

の激化により原価率が悪化いたしました。年度後半は当社、中国生産のラインナップも拡大し、モータ

関連の売上は堅調に推移いたしました。特機関連につきましては、液晶製造関連業界の中国向け設備が

増加してきたため、売上は回復基調にありましたが、競合先との販売競争激化により原価率は悪化いた

しました。 

その結果、モーション関連事業の通期売上高は1,887百万円となりました。 

食品機械関連事業につきましては、競合他社との販売競争が続いているものの、大手食品メーカーか

らの製麺プラントの受注は順調に推移いたしました。 

その結果、食品機械関連事業の通期売上高は2,801百万円となりました。 

②次期の見通し  

今後の見通しにつきましては 

射出成形機関連事業につきましては、スマートフォン関連や、電子精密部品関連向けの需要が見込ま

れ、堅調に推移すると思われます。 

モーション関連事業につきましては、製品のラインアップが拡大し、モータ関連の売上も回復基調に

ある為、順調に推移すると思われます。 

１．経営成績

（１）経営成績に関する分析
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食品関連事業につきましては、引き続き競合他社との販売競争は続くものの、大手食品メーカーから

の受注は前年度同様、順調に推移すると思われます。 

これにより当社グループの次期の業績見通しにつきましては、売上高15,500百万円、経常利益660百

万円、当期純利益380百万円を見込んでおります。 

なお、この資料に記載されている次期に関する記述部分は、当社が現時点で入手可能な情報から得ら

れた判断に基づいており、実際の業績に影響を与える要素（経済情勢、市場動向、株式市場の変動等）

にはリスクや不確実性を含んでおります。これら将来に関する記述のみ依拠して投資判断を下すことは

控えるようにお願いいたします。実際の業績は、様々な要素によりこの業績予想とは大きく異なる結果

となり得ることをご承知おきください。 
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①資産、負債及び純資産の状況 

（資産の部） 

当連結会計年度の総資産は、前連結会計年度末に比べ1,565百万円増加（10.9％増）し、

15,958百万円となりました。流動資産は、主として受取手形及び売掛金、たな卸資産が増加し、

10,733百万円となりました。固定資産は投資その他資産の減少等により5,224百万円となりました。  

（負債及び純資産の部） 

負債は11,174百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,070百万円の増加となりました。これは、支

払手形及び買掛金の増加等によるものです。  

また、純資産は4,784百万円となり、前連結会計年度末に比べ494百万円の増加となりました。その主

な内訳は利益剰余金の増加等によるものです。 

②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比

べ328百万円減少し、2,034百万円となりました。 

当連結会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） 

当連結会計年度における営業キャッシュフローにより取得した資金は、前連結会計年度と比べて

1,036百万円減少しております。これは主に税金等調整前当期純損益の比較で資金が600百万円増加した

一方、たな卸資産の増減額の比較で資金が1,903百万円減少し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） 

当連結会計年度における投資活動の結果使用した資金は207百万円であり、前連結会計期間に比べ

2,051百万円減少しております。これは主に前期末には事業譲受に伴う支出1,701百万円があったことに

よるものであります。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における財務活動の結果得られた資金は、前連結会計期間に比べ1,884百万円減少し

ております。これは主に、長期借入れによる収入が1,125百万円、株式発行による収入が1,225百万円そ

れぞれ減少したことによるものであります。 

  

  

（２）財政状態に関する分析
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
 自己資本比率＝自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。 

※営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用し

ております。有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象

としております。また、利払いにつきましては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しており

ます。 

※キャッシュ・フロー対有利子負債比率は、平成19年３月期及び平成21年３月期については営業活動によ

るキャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりません。 

  

※インタレスト・ガバレッジ・レシオは、平成19年３月期及び平成21年３月期については営業活動による

キャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりません。 

  

当社は、株主の皆様への長期的利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しております。利益配分

につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化を考慮しつつ、安定した配当を継続して実施してい

くことを基本方針としております。 平成21年３月期以降、誠に遺憾ながら無配を継続してまいりまし

たが、この間、事業構造転換、財務体質の強化、収益性の向上等に経営陣と従業員が一丸となって取組

み、安定的な事業収益基盤の構築を図るとともに、安定的・継続的な配当を実施できる財源の確保に努

めてまいりました。この結果、当期の業績は、復配可能な利益水準に達するとともに、財源の確保にも

目処がついたことから当期の期末配当につきましては、上記基本方針のもと、業績の状況や今後の事業

展開のための内部留保を総合的に勘案し、復配の予定です。                    

平成19年3月期 平成20年3月期 平成21年3月期 平成22年3月期 平成23年3月期

自己資本比率（％） 28.0 27.8 28.4 29.8 30.0

時価ベースの自己資本比率
（％）

26.0 17.3 8.4 17.7 30.4

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率（％）

― 6.4 ― 523.8 221.8

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ（倍）

― 6.7 ― 11.1 0.24

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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当社はお客様のニーズに応え、当社独自の製品を創造し、「物づくり」のお手伝いをする理念に徹し

て、事業拡大と適正な利益を上げて会社の強い体質を作り、継続かつ安定的な株主への利益還元に取り

組むことを経営の基本方針としております。 

当社は投資資本の運用効率を重視し、ＲＯＥ(自己資本利益率)の向上を目指しております。 

当社グループを取り巻く事業環境は競合他社との価格競争、為替による影響から販売価格が大幅に下

落し、その結果、予定していた原価率に到達できない場合もあり、更なる経費の削減、業務効率の向

上、受注から発注、仕入、生産、出荷と短納期での生産体制をつくることで、在庫の回転率を上げ、原

価率の改善に努めてまいります。 

①射出成形機関連事業におきましては、携帯電話、パソコン、液晶テレビ、ＬＥＤ、自動車部品な

ど、当社製品での生産対象品向けに、戦略機種の投入を行いながら業界２００トン以下を中心とした製

品の販売強化に努めてまいります。また、シリコーンやゴムなどの素材に関しましてもお客様ニーズを

反映させた機械作りを行なってまいります。 

②モーション関連事業におきましては、ＣＮＣ装置、モーションコントローラー、リニアモータ、

ＩＰＭモータとドライバのシステム提案、販売範囲の拡大による顧客の獲得に努めてまいります。 

③食品機械関連事業におきましては、主力のＬＬ（ロングライフ）麺プラントに加えて、即席麺・冷

凍麺の大型プラント設備にも積極的に進出いたします。また、麺生産装置のノウハウを生かして菓子製

造ライン、殺菌装置、粉砕装置、トレーサビリティ、総合メンテナンスシステムの提案で販売の拡大と

顧客の満足度アップに努めてまいります。 

当社は高品質、省エネルギーかつ高精度の射出成形機や精密ステージ、各種モータ及びドライバ、食

品機械関連製品等の製造、販売を通してユーザーの成長に貢献し、広くステークホルダーの支持を得て

持続的成長が可能となる体制をめざしており、そのために研究開発や設備投資を継続的に行います。 

各事業における重点施策は以下のとおりです。 

（射出成形機関連事業） 

①東アジア及び東南アジアの販売体制強化を図ってまいります。 

②製品シリーズの拡充及び戦略機種の研究・開発に取り組んでまいります。 

③グループ工場での内製化、資材購入の多様化を図り、コストダウンを図ってまいります。 

④（株）ソディックの海外工場と連携して、現地生産、現地販売を強化してまいります。 

（モーション関連事業） 

①現在販売中のＮＣ装置およびリニアモータに、新開発のＩＰＭモータとドライバが加わり、駆動系

全体の販売強化を図ってまいります。 

②モータおよびドライバの生産を中国子会社に移すことによりコストダウンを図ってまいります。 

③中国市場での販売体制強化を図ってまいります。 

（食品機械関連事業） 

①食の安全・安心を考えた装置造りと管理ソフトを強化いたします。 

②装置の省エネとエネルギーの有効利用に取り組んでまいります。 

２．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

（２）目標とする経営指標

（３）中長期的な会社の経営戦略

（４）会社の対処すべき課題
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③装置を継続的にメンテナンスする「Ｅ－メンテ」システムを拡販いたします。 

また、当社グループといたしましては、経営管理機能の強化・充実、経営判断の迅速化、内部統制や

コンプライアンスを重視した経営の推進並びに社内管理体制を整備し、より一層の販売管理、顧客管

理、アフターサービス管理等、販売促進のためのサービスの充実も図り、市場の変化と顧客のニーズに

対応しながら、一段の収益力向上に努めてまいります。 

内部管理体制の整備・運用につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制

システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」に記載しております。 

（５）その他、会社の経営上重要な事項
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３．連結財務諸表

（１）連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成22年３月31日)

当連結会計年度
(平成23年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,362,498 2,034,323

受取手形及び売掛金 3,809,149 4,463,213

製品 343,102 481,319

仕掛品 1,042,185 1,470,436

原材料 988,067 1,811,927

繰延税金資産 984 151,031

その他 358,235 329,432

貸倒引当金 △6,743 △8,183

流動資産合計 8,897,480 10,733,500

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 2,640,453 2,674,613

減価償却累計額 △895,165 △1,025,776

建物及び構築物（純額） 1,745,287 1,648,837

機械装置及び運搬具 1,358,231 1,815,941

減価償却累計額 △784,805 △942,717

減損損失累計額 － △149

機械装置及び運搬具（純額） 573,426 873,073

土地 1,433,672 1,433,672

リース資産 531,600 507,423

減価償却累計額 △130,048 △211,124

リース資産（純額） 401,551 296,299

その他 268,582 320,782

減価償却累計額 △220,606 △257,214

減損損失累計額 － △1,394

その他（純額） 47,976 62,172

有形固定資産合計 4,201,915 4,314,054

無形固定資産

のれん 664,188 685,294

リース資産 5,576 4,055

その他 60,524 53,130

無形固定資産合計 730,290 742,480

投資その他の資産

投資有価証券 13,296 17,938

繰延税金資産 － 31,330

その他 598,584 158,393

貸倒引当金 △48,537 △39,367

投資その他の資産合計 563,342 168,295

固定資産合計 5,495,548 5,224,831

資産合計 14,393,028 15,958,332

（株）ソディックプラステック（6401)平成23年３月期決算短信

－8－



(単位：千円)

前連結会計年度
(平成22年３月31日)

当連結会計年度
(平成23年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,315,207 4,054,748

短期借入金 1,400,000 1,400,000

1年内返済予定の長期借入金 1,241,880 1,162,221

1年内償還予定の社債 14,000 14,000

リース債務 93,874 156,508

未払金 204,605 484,163

未払費用 95,256 149,212

未払法人税等 28,152 108,212

繰延税金負債 － 12

賞与引当金 96,742 113,906

製品保証引当金 82,100 116,200

その他 241,863 342,210

流動負債合計 6,813,682 8,101,395

固定負債

社債 72,000 58,000

長期借入金 2,406,615 2,389,394

リース債務 329,194 156,414

長期未払金 104,311 105,638

繰延税金負債 56,925 －

退職給付引当金 256,533 304,443

債務保証損失引当金 48,380 20,621

役員退職慰労引当金 － 13,409

資産除去債務 － 14,673

その他 15,840 10,066

固定負債合計 3,289,800 3,072,660

負債合計 10,103,483 11,174,056

純資産の部

株主資本

資本金 2,873,608 2,873,888

資本剰余金 1,298,587 1,298,868

利益剰余金 127,690 657,541

株主資本合計 4,299,886 4,830,297

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △696 824

為替換算調整勘定 △10,206 △46,847

その他の包括利益累計額合計 △10,902 △46,022

新株予約権 560 －

純資産合計 4,289,544 4,784,275

負債純資産合計 14,393,028 15,958,332
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

 連結損益計算書

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日

 至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
 至 平成23年３月31日)

売上高 9,362,424 14,663,088

売上原価 7,938,734 11,836,409

売上総利益 1,423,689 2,826,679

販売費及び一般管理費 1,588,850 2,294,086

営業利益又は営業損失（△） △165,160 532,592

営業外収益

受取利息 679 1,236

受取配当金 5,295 243

受取手数料 2,779 5,788

固定資産賃貸料 17,631 14,115

補助金収入 46,385 14,400

その他 23,704 28,197

営業外収益合計 96,475 63,980

営業外費用

支払利息 95,361 104,191

株式交付費 54,577 －

固定資産賃貸費用 17,690 15,361

持分法による投資損失 2,221 －

シンジケートローン手数料 40,630 －

為替差損 － 109,564

その他 12,971 10,928

営業外費用合計 223,452 240,045

経常利益又は経常損失（△） △292,137 356,528

特別利益

固定資産売却益 10,447 8,125

投資有価証券売却益 － 19,691

関係会社株式売却益 116,545 －

貸倒引当金戻入額 14,174 7,175

債務保証損失引当金戻入額 37,787 27,759

受取負担金 － 10,495

特別利益合計 178,956 73,248

特別損失

固定資産除却損 1,636 2,052

固定資産売却損 4,026 －

関係会社出資金評価損 43,600 －

減損損失 － 1,544

本社移転費用 21,014 2,722

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 7,451

その他 900 －

特別損失合計 71,178 13,770

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失
（△）

△184,360 416,005

法人税、住民税及び事業税 23,324 87,670

過年度法人税等 － 41,372

法人税等調整額 50,927 △238,861

法人税等合計 74,252 △109,819

少数株主損益調整前当期純利益 － 525,825

少数株主損失（△） － △4,025

当期純利益又は当期純損失（△） △258,612 529,850
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 連結包括利益計算書

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日

 至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
 至 平成23年３月31日)

少数株主損益調整前当期純利益 － 525,825

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 － 1,520

為替換算調整勘定 － △36,640

その他の包括利益合計 － △35,119

包括利益 － 490,705

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 － 494,731

少数株主に係る包括利益 － △4,025
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（３）連結株主資本等変動計算書

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日

 至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
 至 平成23年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 2,214,476 2,873,608

当期変動額

新株の発行 640,150 －

新株の発行（新株予約権の行使） 18,981 280

当期変動額合計 659,131 280

当期末残高 2,873,608 2,873,888

資本剰余金

前期末残高 639,456 1,298,587

当期変動額

新株の発行 640,150 －

新株の発行（新株予約権の行使） 18,981 280

自己株式の処分 △1,381 －

持分法の適用範囲の変動 1,381 －

当期変動額合計 659,131 280

当期末残高 1,298,587 1,298,868

利益剰余金

前期末残高 386,302 127,690

当期変動額

当期純利益又は当期純損失（△） △258,612 529,850

当期変動額合計 △258,612 529,850

当期末残高 127,690 657,541

自己株式

前期末残高 △2,221 －

当期変動額

自己株式の処分 2,221 －

当期変動額合計 2,221 －

当期末残高 － －

株主資本合計

前期末残高 3,238,015 4,299,886

当期変動額

新株の発行 1,280,300 －

新株の発行（新株予約権の行使） 37,963 560

当期純利益又は当期純損失（△） △258,612 529,850

自己株式の処分 839 －

持分法の適用範囲の変動 1,381 －

当期変動額合計 1,061,871 530,410

当期末残高 4,299,886 4,830,297
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日

 至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
 至 平成23年３月31日)

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △2,156 △696

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

1,459 1,520

当期変動額合計 1,459 1,520

当期末残高 △696 824

為替換算調整勘定

前期末残高 228 △10,206

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△10,434 △36,640

当期変動額合計 △10,434 △36,640

当期末残高 △10,206 △46,847

その他の包括利益累計額合計

前期末残高 △1,927 △10,902

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△8,974 △35,119

当期変動額合計 △8,974 △35,119

当期末残高 △10,902 △46,022

新株予約権

前期末残高 38,523 560

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △37,962 △560

当期変動額合計 △37,962 △560

当期末残高 560 －

純資産合計

前期末残高 3,274,610 4,289,544

当期変動額

新株の発行 1,280,300 －

新株の発行（新株予約権の行使） 37,963 560

当期純利益又は当期純損失（△） △258,612 529,850

自己株式の処分 839 －

持分法の適用範囲の変動 1,381 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △46,937 △35,679

当期変動額合計 1,014,934 494,731

当期末残高 4,289,544 4,784,275
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日

 至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
 至 平成23年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期
純損失（△）

△184,360 416,005

減価償却費 406,533 423,775

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 7,451

のれん償却額 44,279 115,974

減損損失 － 1,544

退職給付引当金の増減額（△は減少） 40,357 47,909

賞与引当金の増減額（△は減少） 17,877 17,204

貸倒引当金の増減額（△は減少） △17,649 △7,732

受取利息及び受取配当金 △5,974 △1,479

支払利息 95,361 104,191

有形固定資産売却損益（△は益） △6,420 △8,125

有形固定資産除却損 6,212 3,144

関係会社株式売却損益（△は益） △116,545 －

関係会社出資金評価損 43,600 －

投資有価証券売却損益（△は益） － △19,691

売上債権の増減額（△は増加） △775,323 △657,744

たな卸資産の増減額（△は増加） 581,333 △1,322,139

仕入債務の増減額（△は減少） 915,216 734,164

未払又は未収消費税等の増減額 △67,844 △64,541

持分法による投資損益（△は益） 2,221 －

前受金の増減額（△は減少） 118,619 42,686

その他 △12,362 348,110

小計 1,085,129 180,708

利息及び配当金の受取額 5,979 1,486

利息の支払額 △93,827 △101,567

法人税等の還付額 79,646 －

法人税等の支払額 △16,001 △55,848

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,060,926 24,779

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 △220,000 △10,267

定期預金の払戻による収入 200,000 －

有形固定資産の取得による支出 △184,832 △245,098

有形固定資産の売却による収入 39,897 39,143

無形固定資産の取得による支出 △3,292 △6,622

投資有価証券の取得による支出 △2,738 △2,557

子会社出資金の取得による支出 △455,321 －

関係会社株式の売却による収入 24,500 －

投資有価証券の売却による収入 － 23,612

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る支出

△1,808 －

事業譲受による支出 △1,701,502 －

長期貸付けによる支出 △42,275 △5,500

長期貸付金の回収による収入 18,480 6,160

その他 69,919 △6,351

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,258,972 △207,482
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（単位：千円）

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日

 至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
 至 平成23年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 14,065 －

短期借入金の返済による支出 △289,081 －

長期借入れによる収入 2,275,016 1,150,000

長期借入金の返済による支出 △1,395,698 △1,246,880

社債の償還による支出 △14,000 △14,000

株式の発行による収入 1,225,722 0

リース債務の返済による支出 △115,911 △118,742

長期未払金の返済による支出 △81,316 △77,577

配当金の支払額 △1,314 △63

シンジケートローン手数料の支払額 △40,630 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,576,851 △307,263

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,718 △15,107

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 380,524 △505,073

現金及び現金同等物の期首残高 1,981,973 2,362,498

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 176,898

現金及び現金同等物の期末残高 2,362,498 2,034,323
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該当事項はありません。 

  

  

 
  

  

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

 （退職給付に係る会計基準の適用）

 当連結会計年度より「「退職給付に係る会計基準」

の一部改正(その3)」（企業会計基準第19号 平成20年7

月31日）を適用しております。  

これによる営業損失、経常損失及び税金等調整前当期

純損失に与える影響はありません。

 （工事契約に関する会計基準の適用）

 機械装置の製造等の請負契約に係る収益の計上基準

については、従来、工事完成基準（検収基準）を適用

しておりましたが、当連結会計年度より、「工事契約

に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12

月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27

日）を適用し、当連結会計年度の期首に存在する契約

を含む全ての契約において、成果の確実性が認められ

る契約については工事進行基準（進捗率の見積りは原

価比例法）を、その他の契約については工事完成基準

（検収基準）を適用しております。   

 なお、当連結会計年度において、工事進行基準を適用

すべき契約はなく、全て工事完成基準（検収基準）を

適用しているため、売上高、営業損失、経常損失及び

税金等調整前当期純損失に与える影響はありません。 

 （資産除去債務に関する会計基準等）

 当連結会計年度から「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。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、営業

利益、経常利益は876千円、税引前当期純利益は8,327

千円それぞれ減少しております。 

 また、当該会計基準等の適用開始による資産除去債

務の変動額は、14,438千円であります。平成20年３月

31日

表示方法の変更

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

───── (連結損益計算書関係)

 当連結会計年度より、「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

づき、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)を適用し、「少数株

主損益調整前当期純利益」の科目で表示しておりま

す。
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当連結会計年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日) 
  

  当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

 
  

  当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

 
  

  

前連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

 
  

(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な製品 

 (１) 射出成形機関連事業 …… 射出成形機等 

 (２) 特機関連事業 …………… 精密ステージ等・リニアモータ等 

 (３) 食品機械関連事業 ……… 食品機械等 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（441,781千円）の主なものは、親会社本 

社の総務部門等管理部門に係る費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（2,684,268千円）の主なものは、親会社での余資運用

資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。 

５ 平成21年10月１日に㈱ソディック新横より食品機械関連事業を譲受けしたことに伴い、  

新たに「食品機械関連事業」が加わっております。 

（７）連結財務諸表に関する注記事項

（連結包括利益計算書関係）

親会社株主に係る包括利益 △267,587千円

少数株主に係る包括利益 ―  千円

計 △267,587千円

その他有価証券評価差額金 1,459千円

為替換算調整勘定 △10,434千円

計 △8,974千円

(セグメント情報等)

【事業の種類別セグメント情報】

射出成形機 
関連事業

特機関連
事業

食品機械
関連事業

計
消去又は 
全社

連結

（千円） （千円） (千円) （千円） （千円） （千円）

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売上高
 (1)外部顧客に対する 
    売上高

7,217,640 1,013,649 1,131,133 9,362,424 ─ 9,362,424

 (2)セグメント間の内部
─ ─ ─ ─ ─ ─

    売上高又は振替高

計 7,217,640 1,013,649 1,131,133 9,362,424 ─ 9,362,424

  営業費用 6,739,485 1,007,050 1,339,268 9,085,803 441,781 9,527,584

  営業利益 
  又は営業損失（△）

478,154 6,599 △208,134 276,620 （441,781) △165,160

Ⅱ 資産、減価償却費 
    及び資本的支出
  資産 8,518,137 799,234 2,391,387 11,708,759 2,684,268 14,393,028

  減価償却費 350,141 5,387 63,753 419,282 31,530 450,812

  資本的支出 139,426 6,833 1,179,917 1,326,177 3,401 1,329,579
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前連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める日本の割合が、いず

れも90％を超えるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

  

前連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

 
注） １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

 （１）北・南米地域 ……………アメリカ、メキシコ 

 （２）アジア地域 …………… 中国、台湾、香港、韓国、タイ、シンガポール 

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。 

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

北・南米地域 アジア地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円） 265,453 4,081,499 4,346,953

Ⅱ 連結売上高（千円） ─ ─ 9,362,424

Ⅲ 連結売上高に占める海外 
  売上高の割合(％)

2.8 43.6 46.4
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当連結会計年度（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日） 

１ 報告セグメントの概要 

 （1）報告セグメントの決定方法 

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あ

ります。当社は、本社に製品・サービス別の事業本部を置き、各事業本部は取り扱う製品・サービスに

ついて国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。従って、当社は事業本部

を基礎とした製品・サービス別セグメントから構成されており、「射出成形機関連事業」、「モーショ

ン関連事業」及び「食品機械関連事業」の３つを報告セグメントとしております。 

 （2）各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類 

「射出成形機関連事業」は、射出成形機等の製造販売をしております。 

 「モーション関連事業」は、リニアモータ・精密ステージ等の製造販売をしております。 

 「食品機械関連事業」は、食品機械等の製造販売をしております。  

  

２ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、棚卸資産の評価基準を除き、「連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。 

棚卸資産の評価については、収益性の低下に基づく簿価切下げ前の価額で評価しております。報告セグ

メントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格

に基づいております。 

  

３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

 
(注) １  セグメント利益の調整額514,775千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用514,775千円が含ま

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。 

２  セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

当連結会計年度より「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。 

【セグメント情報】

(単位：千円)

報告セグメント
調整額 
(注)１

連結財務諸
表計上額 
(注)２射出成形機

関連事業
モーション
関連事業

食品機械関
連事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 9,974,369 1,887,300 2,801,418 14,663,088 ― 14,663,088

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 9,974,369 1,887,300 2,801,418 14,663,088 ― 14,663,088

セグメント利益又は損失（△） 959,195 △95,526 183,698 1,047,368 △514,775 532,592

セグメント資産 9,584,219 1,788,132 2,115,626 13,487,978 2,470,353 15,958,332

その他の項目

減価償却費 246,357 26,787 131,295 404,449 23,338 427,788

有形固定資産及び無形固定資産の

増加額
90,730 357,803 43,540 462,073 11,771 473,845

(追加情報)

（株）ソディックプラステック（6401)平成23年３月期決算短信

－19－



  

  

 
(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
  

２ １株当たり当期純利益又は当期純損失及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎 

  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

 
１株当たり純資産額 135,069.10円

 
１株当たり純資産額 150.65円

 
１株当たり当期純損失 10,568.12円

 
１株当たり当期純利益 16.68円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１

株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

 

 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜

在株式は存在しないため記載しておりません。

 当社は、平成22年10月1日付で普通株式1株に対し普

通株式1,000株の割合で株式分割を行いました。 

 前期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合に

おける前連結会計年度の（1株当たり情報）の各数値は

以下のとおりであります。

 

１株当たり純資産額 135.07円

１株当たり当期純損失 10.57円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１

株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

項目
前連結会計年度

(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 4,289,544 4,784,275

普通株式に係る純資産額(千円) 4,288,984 4,784,275

差額の主な内訳（千円）

 新株予約権 560 ―

普通株式の発行済株式数（株） 31,754 31,758,000

普通株式の自己株式数（株） ─ ―

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
の数（株）

31,754 31,758,000

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

連結損益計算書上の当期純利益又は当期純損失
（△）(千円)

△258,612 529,850

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失（△） 
(千円)

△258,612 529,850

普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ―

普通株式の期中平均株式数（株） 24,470 31,757,605

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株
当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株
式の概要

─ ―
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 前連結会計年度（自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日） 

  該当事項はありません。 

  

 当連結会計年度（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日） 

  該当事項はありません。 

(重要な後発事象)
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