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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30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 ％

21年3月期第1四半期 1,976 ― 35 ― 31 ― 6 ―
20年3月期第1四半期 1,379 △24.6 69 △51.0 64 △53.2 39 △50.9

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

21年3月期第1四半期 0.66 ―
20年3月期第1四半期 4.20 ―

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

21年3月期第1四半期 9,100 3,662 40.2 394.57
20年3月期 8,884 3,680 41.4 396.49

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  3,662百万円 20年3月期  3,680百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 3.50 ― 3.50 7.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

第2四半期連結累計期間 4,600 ― 350 ― 335 ― 185 ― 19.93
通期 9,200 3.4 700 12.1 670 10.6 370 3.8 39.86

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  

(注) 詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】 4.その他をご覧ください。 

(2) 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  無  

(注) 詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】 4.その他をご覧ください。 

(3) 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（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もの） 

(注) 詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】 4.その他をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他の特記事項 
１．平成20 年５月13 日に公表いたしました連結業績予想は、第２四半期連結累計期間、通期ともについて本資料にて修正していません。 
２．連結業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。業績予想に関する 
事項は、2ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご参照ください。 
３．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第１２号）及び「四半財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第１
４号）を適用しております。また「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております  

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） 21年3月期第1四半期  9,350,000株 20年3月期  9,350,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  68,299株 20年3月期  68,099株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  9,281,801株 20年3月期第1四半期  9,239,001株
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　【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報
当社グループの第1四半期の連結業績は、売上高は前年同期を上回る実績となりましたが、営業利益及び経常

利益、当期純利益は前年同期を下回る結果となりました。第1四半期の金型部門の受注は、主要顧客である自動

車メーカーの新車開発計画の増加に伴い、前年同期比11.1％増加しました。産業機器部門の受注は、主要顧客

の押出機関連の設備投資需要が活発に推移し、前年同期比34.8％増加しました。

全社の売上高は前年同期比43.3％増加しました。内訳は、金型部門が自動車関連を中心に前年同期比50.9％

増加し、産業機器部門は押出機関連設備中心に前年同期比20.0％増加しました。営業利益は、赤字物件の損失

見込み額を前倒し処理した結果、前年同期比48.2％減少し35百万円となりました。経常利益につきましても、

前年同期比51.7％減少し31百万円となりました。四半期純利益は、「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用

により、収益性の低下が明らかな原材料の簿価切り下げを特別損失処理した結果、前年同期比84.3％減少し6百

万円となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

当第１四半期の総資産は前連結会計年度末に比べ216百万円増加し、9,100百万円となりました。また純資産

は配当金の支払等により前連結会計年度末に比べ17百万円減少し、3,662百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動により得られた資金は12百万円となりました。主な増加の内訳は、減価償却費80百万円

と売上債権の減少139百万円です。主な減少の内訳は、たな卸資産の増加272百万円と法人税等の支

払103百万円です。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動で使用した資金は51百万円となりました。設備投資による支出が主な内訳です。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動により得られた資金は120百万円となりました。主な増加の内訳は、短期借入金が250百万円増加し

たことによるものです。

  以上の結果、当第１四半期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81百万円増加し、257百

万円となりました。 

3. 連結業績予想に関する定性的情報
今後の見通しにつきましては、鋼材を始めとする各種原材料価格の高騰や、自動車業界を取り巻く環境変化

もあり、予断を許さない状況にありますが、第２四半期以降の受注及び売上高は順調に推移し、利益は回復す

ると見込んでいます。したがいまして、平成21年３月期の第２四半期連結累計期間業績及び通期業績につきま

しては当初の計画通り達成できるものと判断しています。
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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)

該当事項はありません。

(2) 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

（簡便な会計処理）

     該当事項はありません。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理）

     該当事項はありません。

(3) 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
a.当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しています。また、「四半期連結財

務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しています。

b.棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号)

を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下によ

る簿価切下げの方法）に変更しています。 

　この結果、従来の方法によった場合に比べて、税金等調整前四半期純利益が15,171千円減少していま

す。 
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5. 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１四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 257,247 175,721

受取手形及び売掛金 3,232,674 3,372,180

原材料 51,976 69,582

仕掛品 1,344,182 1,054,570

繰延税金資産 130,816 91,623

その他 98,033 87,258

流動資産合計 5,114,930 4,850,935

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,050,902 1,070,248

機械装置及び運搬具（純額） 893,279 913,964

土地 1,883,795 1,883,795

その他 48,588 54,634

有形固定資産合計 3,876,565 3,922,643

無形固定資産 28,510 30,456

投資その他の資産

繰延税金資産 13,295 19,505

その他 66,922 60,559

投資その他の資産合計 80,218 80,064

固定資産合計 3,985,294 4,033,164

資産合計 9,100,225 8,884,099

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,384,585 2,383,381

短期借入金 1,791,735 1,582,700

未払法人税等 52,334 112,590

賞与引当金 204,400 134,000

その他 410,537 327,586

流動負債合計 4,843,593 4,540,257

固定負債

長期借入金 495,000 558,750

退職給付引当金 53,043 61,012

その他 46,295 43,860

固定負債合計 594,338 663,622

負債合計 5,437,931 5,203,880

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 1,222,324 1,244,027

自己株式 △16,315 △16,265

株主資本合計 3,650,160 3,671,913

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 12,133 8,305

評価・換算差額等合計 12,133 8,305

純資産合計 3,662,293 3,680,218

負債純資産合計 9,100,225 8,884,099
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(2) 四半期連結損益計算書

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６月30日)

売上高 1,976,598

売上原価 1,759,721

売上総利益 216,877

販売費及び一般管理費 180,883

営業利益 35,994

営業外収益

受取配当金 517

仕入割引 1,071

その他 891

営業外収益合計 2,480

営業外費用

支払利息 6,455

その他 914

営業外費用合計 7,370

経常利益 31,103

特別損失

たな卸資産評価損 15,171

特別損失合計 15,171

税金等調整前四半期純利益 15,932

法人税、住民税及び事業税 45,400

法人税等調整額 △35,610

法人税等合計 9,790

四半期純利益 6,142
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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）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20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 15,932

減価償却費 80,720

受取利息及び受取配当金 △517

支払利息 6,455

売上債権の増減額（△は増加） 139,505

たな卸資産の増減額（△は増加） △272,005

仕入債務の増減額（△は減少） 1,204

未払消費税等の増減額（△は減少） 45,096

賞与引当金の増減額（△は減少） 70,400

退職給付引当金の増減額（△は減少） △7,969

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △43,860

長期未払金の増減額（△は減少） 46,295

その他 40,547

小計 121,803

利息及び配当金の受取額 517

利息の支払額 △6,255

法人税等の支払額 △103,923

営業活動によるキャッシュ・フロー 12,141

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 △51,281

投資活動によるキャッシュ・フロー △51,281

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） 250,365

長期借入金の返済による支出 △105,080

自己株式の純増減額（△は増加） △50

配当金の支払額 △24,568

財務活動によるキャッシュ・フロー 120,666

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 81,526

現金及び現金同等物の期首残高 175,721

現金及び現金同等物の四半期末残高 257,247
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しています。また、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しています。

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) セグメント情報

（事業の種類別セグメント情報）

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

金型
(千円)

産業機器
(千円)

計
(千円)

消去
又は全社
(千円)

連結
(千円)

　 売上高

　(1) 外部顧客に
　 対する売上高

1,569,913 406,685 1,976,598 　―  1,976,598

　(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

― ― ― ( ― ) ―

計 1,569,913 406,685 1,976,598 ( ― ) 1,976,598

営業利益又は営業損失(△) △5,725 41,719 35,994 ( ― ) 35,994

(注) １ 事業区分の方法

　 内部管理上採用している区分によっています。

２ 各事業区分の主要製品

　 金型……プラスチック成形用金型

　 産業機器……押出成形機、発泡成形機及びその周辺機器

（所在地別セグメント情報）

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

当社は、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店を有していないため、
記載を省略しています。

（海外売上高）

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しています。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。
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「参考」

前四半期に係る財務諸表

(1)(要約)四半期連結損益計算書

 前第１四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日)

前年同四半期
(平成20年３

月期
第１四半期)

区分 金額(百万円)

Ⅰ 売上高 1,379

Ⅱ 売上原価 1,141

　 売上総利益 237

Ⅲ 販売費及び一般管理費 168

　 営業利益 69

Ⅳ 営業外収益 1

Ⅴ 営業外費用 6

　 経常利益 64

Ⅵ 特別利益 1

   税金等調整前四半期純利益 65

　 法人税等 26

　 四半期純利益 39

(2)(要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 前第１四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日)

前年同四半期
(平成20年３

月期
第１四半期)

区分 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 115

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー △35

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー △60

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 19

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 263

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高 282
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(3)セグメント情報

（事業の種類別セグメント情報）

前第１四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日)

金型
(百万円)

産業機器
(百万円)

計
(百万円)

消去
又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

　 売上高

　(1) 外部顧客に
　 対する売上高

1,040 338 1,379 　―  1,379

　(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

― ― ― ( ― ) ―

計 1,040 338 1,379 ( ― ) 1,379

営業費用 1,011 298 1,309 　―  1,309

営業利益 28 40 69 ( ― ) 69

(4)受注高、受注残高

前第１四半期 当第１四半期 前連結会計年度

(平成20年3月期第1四半期) (平成21年3月期第1四半期) (平成20年3月期)

部門別
受注高
(百万円)

受注残高
(百万円)

受注高
(百万円)

受注残高
(百万円)

受注残高
(百万円)

金型部門 1,217 1,889 1,352 1,774 1,992

産業機器部門 646 1,324 871 1,552 1,087

合計 1,864 3,214 2,223 3,327 3,080
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