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１．平成24年３月期第２四半期の連結業績（平成23年４月１日～平成23年９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２四半期 6,716 △11.1 213 △45.6 124 57.1 69 △78.7

23年３月期第２四半期 7,557 118.9 391 ― 290 ― 328 ―

(注) 包括利益 24年３月期第2四半期 80百万円(△74.0％) 23年３月期第2四半期 308百万円(―％)

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２四半期 2 20 ―

23年３月期第２四半期 10,354 09 ―

（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２四半期 15,567 4,746 30.5

23年３月期 15,958 4,784 30.0

(参考) 自己資本 24年３月期第2四半期 4,745百万円 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 ― 3 00

24年３月期(予想) ― 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、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 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P３「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2Ｑ 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2Ｑ ―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2Ｑ 31,758,000株 23年3月期2Ｑ 31,757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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響や米国、欧州の財政不安によ

る世界的な景気の停滞、急激な円高進行等により先行き不透明感が続いております。このような状況の

もと、当社グループのセグメント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、国内は前半、自動車業界の受注の低迷はあったもののスマート

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、台

湾での売上はほぼ計画どおり推移したものの、韓国においてＬＥＤ部品関係及び電子精密部品業界等の

関連設備の一服感から売上が大幅に減少いたしました。 

 モーション関連事業につきましては、国内ではテーブルユニットの出荷が始まったため売上げおよび

利益とも順調に推移いたしました。また、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、ソディックグループへの出荷を中心に売上が増加してまいりまし

た。 

 食品機械関連事業につきましては、国内の設備投資は低調でしたが、海外での大型プラントの受注は

順調に推移いたしました。 

その結果、当第２四半期連結累計期間につきましては、売上高6,716百万円、営業利益213百万円、経常

利益124百万円、四半期純利益は69百万円となりました。  

  

当第２四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390百万円減少し、

15,567百万円となりました。その主な内容は、現金及び預金の減少155百万円、受取手形及び売掛金の

減少598百万円、たな卸資産の増加440百万円によるものです。 

また、負債合計は前連結会計年度末に比べ353百万円減少し、10,820百万円となりました。 

その主な内容は支払手形及び買掛金の減少61百万円、長期借入金の減少145百万円によるものです。純

資産合計は、前連結会計年度末に比べ37百万円減少し、4,746百万円となりました。 

その主な内容は、利益剰余金の減少39百万円によるものです。  

当第２四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２四半

期連結累計期間末に比べ336百万円減少し、1,878百万円となりました。 

当第２四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２四半期連結累計期間における営業活動の結果取得した資金は165百万円で、前第２四半期連結

累計期間と比べ134百万円減少しております。 これは主に税金等調整前四半期純利益が200百万円減少

したことに加え、仕入債務の増減額の比較で資金が1,883百万円減少した一方、売上債権の増減額の比

較で資金が1,811百万円増加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２四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225百万円で、前第２四半期連結

累計期間に比べ178百万円増加しております。これは主に有形固定資産の取得による支出が103百万円、

関係会社株式の取得による支出が40百万円それぞれ増加し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２四半期連結累計期間における財務活動により使用した資金は87百万円で、前第２四半期連結累

計期間に比べ479百万円減少しております。これは主に配当金の支払額が158百万円増加したものの、短

期借入れによる収入から支出を差引した純額が113百万円、長期借入れによる収入から支出を差引した

純額が511百万円それぞれ増加したこと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

（株）ソディックプラステック（6401)平成24年３月期第２四半期決算短信

－2－



  

平成24年３月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。                                  

 また、本日、別途「平成24年３月期第２四半期累計期間（連結）業績予想との差異に関するお知ら

せ」を公表しております。 

 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。 

  

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
（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２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,034,323 1,878,511

受取手形及び売掛金 4,463,213 3,864,713

製品 481,319 573,624

仕掛品 1,470,436 1,611,009

原材料 1,811,927 2,019,300

その他 480,463 579,057

貸倒引当金 △8,183 △8,756

流動資産合計 10,733,500 10,517,460

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,648,837 1,588,302

機械装置及び運搬具（純額） 873,073 853,438

土地 1,433,672 1,433,672

その他（純額） 358,471 329,306

有形固定資産合計 4,314,054 4,204,720

無形固定資産

のれん 685,294 627,307

その他 57,186 55,268

無形固定資産合計 742,480 682,575

投資その他の資産

その他 207,663 200,693

貸倒引当金 △39,367 △37,932

投資その他の資産合計 168,295 162,761

固定資産合計 5,224,831 5,050,057

資産合計 15,958,332 15,567,517
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,054,748 3,993,529

短期借入金 2,562,221 2,882,507

未払法人税等 108,212 50,796

賞与引当金 113,906 134,591

製品保証引当金 116,200 113,400

その他の引当金 － 2,890

その他 1,146,107 663,421

流動負債合計 8,101,395 7,841,136

固定負債

社債 58,000 51,000

長期借入金 2,389,394 2,243,998

退職給付引当金 304,443 323,603

債務保証損失引当金 20,621 16,249

役員退職慰労引当金 13,409 22,086

資産除去債務 14,673 14,793

その他 272,119 307,744

固定負債合計 3,072,660 2,979,475

負債合計 11,174,056 10,820,611

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 657,541 618,204

株主資本合計 4,830,297 4,790,961

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 824 2,244

為替換算調整勘定 △46,847 △47,531

その他の包括利益累計額合計 △46,022 △45,286

少数株主持分 － 1,230

純資産合計 4,784,275 4,746,905

負債純資産合計 15,958,332 15,567,517
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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２四半期連結累計期間
(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日

 至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年９月30日)

売上高 7,557,594 6,716,197

売上原価 6,073,995 5,372,840

売上総利益 1,483,599 1,343,357

販売費及び一般管理費 1,092,082 1,130,222

営業利益 391,517 213,134

営業外収益

受取利息及び配当金 1,163 1,157

デリバティブ評価益 15,253 647

固定資産賃貸料 7,185 6,510

持分法による投資利益 － 10,266

その他 21,799 11,520

営業外収益合計 45,401 30,101

営業外費用

支払利息 50,925 54,838

為替差損 84,400 43,579

固定資産賃貸費用 7,680 6,364

その他 3,431 13,961

営業外費用合計 146,437 118,743

経常利益 290,480 124,492

特別利益

固定資産売却益 8,125 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 16,193 －

貸倒引当金戻入額 2,751 －

特別利益合計 46,763 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 －

本社移転費用 2,408 －

ゴルフ会員権売却損 － 3,684

その他 － 651

特別損失合計 9,859 7,248

税金等調整前四半期純利益 327,384 126,635

法人税、住民税及び事業税 14,344 23,613

過年度法人税等 44,000 －

法人税等調整額 △56,623 31,799

法人税等合計 1,720 55,413

少数株主損益調整前四半期純利益 325,663 71,222

少数株主利益又は少数株主損失（△） △3,153 1,344

四半期純利益 328,817 69,878
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四半期連結包括利益計算書
第２四半期連結累計期間

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日

 至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 325,663 71,222

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △2,474 1,420

為替換算調整勘定 △14,981 10,398

持分法適用会社に対する持分相当額 － △2,923

その他の包括利益合計 △17,456 8,895

四半期包括利益 308,207 80,117

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 311,420 78,886

少数株主に係る四半期包括利益 △3,212 1,230
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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２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９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 327,384 126,635

減価償却費 198,980 203,831

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 57,987 57,987

退職給付引当金の増減額（△は減少） 15,756 19,160

賞与引当金の増減額（△は減少） 4,751 20,825

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,309 △2,600

受取利息及び受取配当金 △1,163 △1,157

支払利息 50,925 54,838

持分法による投資損益（△は益） － △10,266

有形固定資産売却損益（△は益） △8,125 △6,479

有形固定資産除却損 1,091 651

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） △1,139,787 671,964

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,053,113 △412,870

仕入債務の増減額（△は減少） 1,727,651 △155,596

未払又は未収消費税等の増減額 33,129 46,390

前受金の増減額（△は減少） △19,994 △219,444

その他 181,965 △92,368

小計 361,889 301,501

利息及び配当金の受取額 1,171 1,157

利息の支払額 △51,403 △56,616

法人税等の支払額 △11,493 △80,387

営業活動によるキャッシュ・フロー 300,163 165,655

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 △99,465 △202,498

有形固定資産の売却による収入 31,373 12,285

無形固定資産の取得による支出 △224 △6,144

投資有価証券の取得による支出 △1,274 △1,491

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 △657 12,556

投資活動によるキャッシュ・フロー △46,636 △225,473

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 － △186,668

長期借入れによる収入 200,000 790,000

長期借入金の返済による支出 △649,462 △728,442

社債の償還による支出 △7,000 △7,000

株式の発行による収入 0 －

リース債務の返済による支出 △74,115 △54,326

長期未払金の返済による支出 △36,772 △42,500

配当金の支払額 △27 △158,895

財務活動によるキャッシュ・フロー △567,376 △87,831

現金及び現金同等物に係る換算差額 △10,557 △20,644

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △324,408 △168,294

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 2,214,989 1,878,511
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該当事項はありません。 

  

Ⅰ  前第２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日) 

１．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 

 
(注) １ セグメント利益の調整額254,753千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用254,753千円が含ま

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２四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年９月30日) 

１．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 

 
(注) １ セグメント利益の調整額211,067千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用211,067千円が含ま

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 5,149,533 961,921 1,446,138 7,557,594 ― 7,557,594

  セグメント間の内部売
上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 5,149,533 961,921 1,446,138 7,557,594 ― 7,557,594

セグメント利益又は損失
（△）

582,682 △65,390 128,978 646,270 △254,753 391,517

(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 4,467,300 988,574 1,260,323 6,716,197 ― 6,716,197

  セグメント間の内部売
上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 4,467,300 988,574 1,260,323 6,716,197 ― 6,716,197

セグメント利益又は損失
（△）

232,728 187,027 4,446 424,201 △211,067 213,134

（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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