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１．平成24年３月期第１四半期の連結業績（平成23年４月１日～平成23年６月30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 ％

24年３月期第１四半期 3,402 △0.0 130 102.6 100 221.5 109 101.7

23年３月期第１四半期 3,403 117.0 64 ― 31 ― 54 ―

(注) 包括利益 24年３月期第１四半期 134百万円(152.8％) 23年３月期第１四半期 53百万円(―％)

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

24年３月期第１四半期 3 46 ―

23年３月期第１四半期 1,713 75 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

24年３月期第１四半期 16,169 4,801 29.3

23年３月期 15,958 4,784 30.0

(参考) 自己資本 24年３月期第１四半期 4,800百万円 23年３月期 4,784百万円

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

23年３月期 ― 0 00 ― 5 00 5 00

24年３月期 ―

24年３月期(予想) 3 00 ― 3 00 6 00

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



  

 

 

 
  

  

  

  

  

  

  

・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。 

  

・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P２「1.当四半期決算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。 

  

・当社は、平成22年10月１日付で普通株式１株を1,000株に株式分割しております。 

  

４．その他

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
 

 ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

 ② ①以外の会計方針の変更 ： 無

 ③ 会計上の見積りの変更 ： 無

 ④ 修正再表示 ： 無

（４）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) 24年3月期1Ｑ 31,758,000株 23年3月期 31,758,000株

② 期末自己株式数 24年3月期1Ｑ ―株 23年3月期 ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Ｑ 31,758,000株 23年3月期1Ｑ 31,756株

※ 四半期レビュー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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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善や海外市場の回復により景気の持

ち直しが見られたものの為替レートの急激な変動、平成23年３月11日に発生した東日本大震災および原

発事故による電力の供給不安等により、景気の見通しは依然として、不透明なまま推移いたしました。

このような状況のもと、当社グループのセグメント別売上高は以下の状況となりました。 

 射出成形機関連事業につきましては、国内は、自動車業界の新車需要の伸び悩みによる受注の低迷は

あるものの、スマートフォン関連、電子精密部品業界等の売上は比較的堅調に推移いたしました。海外

では、アジア地区、韓国でＬＥＤ部品関係及び電子精密部品業界等において競合先との販売競争の激化

により売上は減少いたしました。 

 モーション関連事業につきましては、原価率の悪かった特機関連事業から撤退したため、国内での売

上は減少いたしましたが、前年度立ち上げた当社連結子会社である沙迪克(厦門)機械科技有限公司のモ

ータ関連事業が軌道に乗ってきたため、売上は堅調に推移いたしました。 

 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、売上は概ね順調に推移いたしました。 

その結果、当第１四半期連結累計期間につきましては、売上高3,402百万円、営業利益130百万円、経常

利益100百万円、四半期純利益は109百万円となりました。  

  

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ210百万円増加し、

16,169百万円となりました。その主な内容は、たな卸資産の増加448百万円によるものです。 

また、負債合計は前連結会計年度末に比べ193百万円増加し、11,367百万円となりました。 

その主な内容は支払手形及び買掛金の増加80百万円、短期借入金の増加271百万円によるものです。純

資産合計は、前連結会計年度末に比べ17百万円増加し、4,801百万円となりました。 

その主な内容は、為替換算調整勘定の増加13百万円によるものです。 

当第１四半期連結累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、前第１四半

期連結累計期間末に比べ969百万円減少し、1,668百万円となりました。 

当第１四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１四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前第１四半期連結累計期

間と比べ822百万円減少し324百万円となっております。 これは主に仕入債務の増減額の比較で資金が

962百万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） 

 当第１四半期連結累計期間における投資活動の結果使用した資金は、前第１四半期連結累計期間に比

べ124百万円増加し123百万円となっております。これは主に有形固定資産の取得による支出83百万円、

関係会社株式の取得による支出40百万円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１四半期連結累計期間における財務活動により得られた資金は、前第１四半期連結累計期間に比

べ467百万円増加し、69百万円となっております。これは主に、短期借入れによる収入300百万円、長期

借入れによる収入400百万円によるものであります。 

１．当四半期決算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
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平成24年３月期第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては、平成23年５月13日に公

表致しました「平成23年３月期決算短信」をご参照ください。 

 なお、上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実

際は今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

  

当第１四半期連結累計期間において、非連結子会社であった塑帝精密注塑（香港）有限公司は、重要

性が増したため、連結の範囲に含めております。 

  

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。 

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表等

（１）四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,034,323 1,668,978

受取手形及び売掛金 4,463,213 4,605,203

製品 481,319 481,004

仕掛品 1,470,436 1,532,995

原材料 1,811,927 2,197,734

その他 480,463 572,731

貸倒引当金 △8,183 △9,155

流動資産合計 10,733,500 11,049,493

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,648,837 1,618,234

機械装置及び運搬具（純額） 873,073 816,510

土地 1,433,672 1,433,672

その他（純額） 358,471 337,233

有形固定資産合計 4,314,054 4,205,650

無形固定資産

のれん 685,294 656,301

その他 57,186 53,815

無形固定資産合計 742,480 710,116

投資その他の資産

その他 207,663 242,528

貸倒引当金 △39,367 △38,587

投資その他の資産合計 168,295 203,940

固定資産合計 5,224,831 5,119,707

資産合計 15,958,332 16,169,200

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,054,748 4,135,727

短期借入金 2,562,221 2,833,352

未払法人税等 108,212 69,465

賞与引当金 113,906 58,883

製品保証引当金 116,200 111,100

その他 1,146,107 1,076,089

流動負債合計 8,101,395 8,284,617

固定負債

社債 58,000 58,000

長期借入金 2,389,394 2,401,373

退職給付引当金 304,443 314,303

債務保証損失引当金 20,621 18,567

役員退職慰労引当金 13,409 17,397

資産除去債務 14,673 14,733

その他 272,119 258,776

固定負債合計 3,072,660 3,083,150

負債合計 11,174,056 11,367,768

（株）ソディックプラステック（6401)平成24年３月期第１四半期決算短信

－4－



（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,873,888 2,873,888

資本剰余金 1,298,868 1,298,868

利益剰余金 657,541 658,089

株主資本合計 4,830,297 4,830,846

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 824 2,514

為替換算調整勘定 △46,847 △32,956

その他の包括利益累計額合計 △46,022 △30,441

少数株主持分 － 1,027

純資産合計 4,784,275 4,801,432

負債純資産合計 15,958,332 16,169,200
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

 第１四半期連結累計期間

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日

 至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年６月30日)

売上高 3,403,072 3,402,325

売上原価 2,815,051 2,709,013

売上総利益 588,021 693,312

販売費及び一般管理費 523,679 562,987

営業利益 64,341 130,324

営業外収益

受取利息及び配当金 432 497

デリバティブ評価益 7,872 －

固定資産賃貸料 3,592 3,255

持分法による投資利益 － 8,523

その他 12,994 7,937

営業外収益合計 24,891 20,212

営業外費用

支払利息 25,880 26,256

為替差損 25,467 14,669

固定資産賃貸費用 3,840 3,278

その他 2,685 5,517

営業外費用合計 57,873 49,721

経常利益 31,359 100,814

特別利益

固定資産売却益 5,012 9,392

投資有価証券売却益 19,691 －

債務保証損失引当金戻入額 8,387 －

貸倒引当金戻入額 3,327 －

特別利益合計 36,420 9,392

特別損失

固定資産売却損 － 2,912

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 7,451 －

その他 － 316

特別損失合計 7,451 3,229

税金等調整前四半期純利益 60,328 106,977

法人税、住民税及び事業税 4,708 38,085

法人税等調整額 3,030 △41,973

法人税等合計 7,738 △3,887

少数株主損益調整前四半期純利益 52,590 110,865

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1,832 1,102

四半期純利益 54,422 109,762
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四半期連結包括利益計算書

【第１四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 52,590 110,865

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △776 1,689

為替換算調整勘定 1,486 23,215

持分法適用会社に対する持分相当額 － △1,043

その他の包括利益合計 710 23,862

四半期包括利益 53,300 134,727

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 55,107 133,699

少数株主に係る四半期包括利益 △1,806 1,027
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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１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日

 至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年６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利益 60,328 106,977

減価償却費 98,178 99,119

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 28,993 28,993

賞与引当金の増減額（△は減少） △49,235 △55,031

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,884 △1,628

受取利息及び受取配当金 △432 △497

支払利息 25,880 26,256

持分法による投資損益（△は益） － △8,523

有形固定資産売却損益（△は益） △5,012 △6,479

有形固定資産除却損 － 316

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） △74,492 △47,664

たな卸資産の増減額（△は増加） △716,002 △411,553

仕入債務の増減額（△は減少） 935,529 △27,050

未払又は未収消費税等の増減額 58,931 54,225

前受金の増減額（△は減少） 6,804 △61,025

その他 181,140 81,656

小計 534,484 △221,907

利息及び配当金の受取額 432 497

利息の支払額 △25,928 △28,034

法人税等の支払額 △10,485 △74,768

営業活動によるキャッシュ・フロー 498,503 △324,212

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 △36,213 △83,741

有形固定資産の売却による収入 19,080 －

無形固定資産の取得による支出 － △516

投資有価証券の取得による支出 △674 △726

投資有価証券の売却による収入 23,612 －

関係会社株式の取得による支出 － △40,180

その他 △4,780 1,949

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,023 △123,215

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 － 300,000

短期借入金の返済による支出 － △16,667

長期借入れによる収入 － 400,000

長期借入金の返済による支出 △332,088 △400,223

リース債務の返済による支出 △48,555 △33,002

長期未払金の返済による支出 △17,470 △22,214

配当金の支払額 △27 △158,790

財務活動によるキャッシュ・フロー △398,141 69,102

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,014 499

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 99,371 △377,826

現金及び現金同等物の期首残高 2,362,498 2,034,323

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 176,898 12,482

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,638,768 1,668,978
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該当事項はありません。 

  

   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 

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日) 

 
(注) １  セグメント利益の調整額△129,790千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△129,790千円が

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、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日) 

 
(注) １  セグメント利益の調整額△104,897千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△104,897千円が

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、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

該当事項はありません。 

  

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）セグメント情報等

(単位：千円)

報告セグメント
調整額 
(注)１

四半期連 
結損益計 
算書計上 
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 2,249,231 400,717 753,123 3,403,072 ― 3,403,072

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 2,249,231 400,717 753,123 3,403,072 ― 3,403,072

セグメント利益又は損

失（△）
201,426 △ 34,048 26,754 194,132 △ 129,790 64,341

(単位：千円)

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連 
結損益計 
算書計上 
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 2,405,872 382,329 614,123 3,402,325 ― 3,402,325

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 2,405,872 382,329 614,123 3,402,325 ― 3,402,325

セグメント利益又は損失

（△）
198,270 35,754 1,196 235,221 △104,897 130,324

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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