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四半期報告書提出予定日　 平成22年11月11日 配当支払開始予定日　 平成22年12月７日

四半期決算補足説明資料作成の有無 ：有

四半期決算説明会開催の有無 ：有（機関投資家向け）

１. 平成23年３月期第２四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年９月30日）

（１）連結経営成績（累計）

（２）連結財政状態

２. 配当の状況

（注）当四半期における配当予想の修正有無　：有

※23年３月期の期末配当予想につきましては、未定でございます。詳細は、｢業績予想の適切な利用に関する

　説明、その他特記事項｣をご覧下さい

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）

（注）当四半期における業績予想の修正有無　　：無
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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）当四半期における重要な子会社の異動　　　　　：無

新規　－社（社名）　　　　　　　　　　、除外　－社（社名）　　

（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　　　：有

（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

（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）

・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。

　業績予想の前提条件及びその他関連する事項については、添付資料３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」

　をご覧ください。

・期末配当につきましては、現時点では未定とさせていただき、今後の業績の推移などを勘案したうえ、配当予想
　の開示が可能となった時点で速やかに開示いたします。
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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

  　当第２四半期連結累計期間（平成22年４月～平成22年９月)における当社グループに関連する市場は、昨

　年度前半を底として回復基調にあります。特に、中国や南アジアでのＩＴ・電子機器関連の需要が好調であ

　りました。また、自動車関連につきましても、アジアにおける需要は回復に向かっております。加えて、医

　療機器や生活関連用品での需要が堅調に推移いたしました。

　　このような状況下で、当社製品の受注は輸出を中心として回復基調にあり、受注高はリーマンショック直

　前の平成21年３月期第２四半期連結累計期間に対して93.1％まで回復いたしました。

　【射出成形機】

　　射出成形機につきましては、高機能携帯電話やパソコン向け等のＩＴ・電子機器関連に使用される高性能

　成形機の需要が中国を中心とするアジアにおいて好調に推移いたしました。また、医療機器や生活関連用品

　向けの需要についても国内及び海外ともに堅調でありました。

　【ダイカストマシン】

　　ダイカストマシンにつきましては、海外でのＩＴ・電子機器向けが好調でありました。また、自動車関連

　につきましても、国内は依然として低調でありますが、中国や南アジア等で需要は回復基調にあります。

　　この結果、当第２四半期連結累計期間における受注高は、前年同四半期比94.2%増の101億２百万円となり

　ました。また、売上高は前年同四半期比101.4％増の88億４百万円となりました。

　　従って、当第２四半期連結累計期間における損益につきましては、売上高の増加やコストの引下げ等によ

　り、営業利益３億３千万円、経常利益３億３千万円、四半期純利益３億１千２百万円となり、前年同四半期

　の大幅な赤字から黒字へ転換することができました。

（２）連結財政状態に関する定性的情報

　（資産）

　　流動資産は、前連結会計年度末に比べて14億６千４百万円増加いたしました。これは、主に受取手形及び

　売掛金の増加15億３千５百万円、たな卸資産の増加３億９百万円及び現金及び預金の減少４億３千９百万円

　によるものであります。

　　固定資産は、前連結会計年度末に比べて２億６千万円減少いたしました。これは、主に減価償却等による

　有形固定資産の減少１億６千８百万円及び無形固定資産の減少７千８百万円によるものであります。

　（負債）

　　流動負債は、前連結会計年度末に比べて１億５千９百万円増加いたしました。これは、主に支払手形及び

　買掛金の増加９億３千万円、短期借入資金の減少９億７百万円及び前受金等の増加によるものであります。

　　固定負債は、前連結会計年度末に比べて７億４千８百万円増加いたしました。これは、主に長期借入金の

　増加７億７百万円によるものであります。

　（純資産）

　　純資産は、前連結会計年度末に比べて２億９千６百万円増加いたしました。これは、主に四半期純利益の

　計上による利益剰余金の増加３億１千２百万円によるものであります。

　（キャッシュ・フローの状況の分析）

　　当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、23億９千５百万円となり、前連結会

　計年度末に比べて４億２千９百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況は、以下のとおりです。

　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　　営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益の計上、減価償却費及び仕入債務の増

　加という要因があったものの、受注及び売上の増加に伴うたな卸資産及び売上債権の増加等により、１億７

　千３百万円の支出となりました。
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　（投資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・フローは、老朽化した生産設備の入れ替え等を行ったため、３千６百万円の

　支出となりました。

　（財務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・フローは、安定的な資金の確保を目的として短期借入金の一部を長期借入金

　へシフトしましたが、全体としては借入金の圧縮を行ったことにより、２億５百万円の支出となりました。

（３）連結業績予想に関する定性的情報

  　通期の見通しにつきましては、射出成形機及びダイカストマシンともに需要は回復基調にあります。他方

　各国景気の先行き不透明感及び国内におけるデフレや急激な円高が、当社製品の需要と価格に影響を及ぼす

　懸念があります。当社としては、引続き需要が見込めるＩＴ・電子機器関連及び医療機器や生活関連用品向

　けの取り込みに注力いたします。また、一層のコスト低減を図り、業績確保に努めます。

２．その他の情報

（１）重要な子会社の異動の概要

　　　　該当事項はありません。

（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）

　　　　　法人税等の算定方法

　　　　　　法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定

　　　　　する方法によっております。

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

　　　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）を適用しております。これにより税金等調整前四半期純利益が７百万円減少しております。
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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２四半期連結会計期間末
(平成22年９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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,395,449 2,834,830

受取手形及び売掛金 5,391,031 3,855,359

商品及び製品 1,738,807 1,712,991

仕掛品 1,127,953 908,447

原材料及び貯蔵品 639,685 575,288

その他 314,436 249,667

貸倒引当金 △14,336 △8,183

流動資産合計 11,593,027 10,128,401

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,385,063 2,478,263

機械装置及び運搬具（純額） 1,296,649 1,335,616

工具、器具及び備品（純額） 174,571 206,302

土地 814,347 814,347

リース資産（純額） 22,962 27,847

有形固定資産合計 4,693,594 4,862,376

無形固定資産 391,876 470,698

投資その他の資産   

投資有価証券 137,611 142,508

その他 85,765 95,994

貸倒引当金 △41,677 △44,284

投資その他の資産合計 181,699 194,218

固定資産合計 5,267,171 5,527,294

資産合計 16,860,198 15,655,696
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,900,006 2,969,478

短期借入金 1,700,000 2,900,000

1年内返済予定の長期借入金 293,000 －

未払費用 369,421 361,479

未払法人税等 13,922 16,518

繰延税金負債 4,660 4,890

製品保証引当金 6,812 6,182

役員賞与引当金 5,550 －

その他 443,314 318,637

流動負債合計 6,736,687 6,577,185

固定負債   

長期借入金 707,000 －

繰延税金負債 324,329 326,962

退職給付引当金 1,452,146 1,410,492

その他 57,599 54,916

固定負債合計 2,541,074 1,792,371

負債合計 9,277,762 8,369,557

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,506,512 2,506,512

資本剰余金 2,028,834 2,028,834

利益剰余金 3,162,868 2,849,918

自己株式 △48,066 △47,961

株主資本合計 7,650,149 7,337,303

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,446 3,283

為替換算調整勘定 △120,375 △103,731

評価・換算差額等合計 △121,822 △100,447

少数株主持分 54,109 49,282

純資産合計 7,582,436 7,286,138

負債純資産合計 16,860,198 15,655,696
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(2) 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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第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) 

売上高 4,371,754 8,804,408

売上原価 4,313,548 6,762,274

売上総利益 58,205 2,042,133

販売費及び一般管理費 1,480,128 1,711,187

営業利益又は営業損失（△） △1,421,922 330,946

営業外収益   

受取利息及び配当金 2,195 1,955

固定資産賃貸料 42,090 42,411

為替差益 794 －

助成金収入 76,647 －

その他 8,127 13,497

営業外収益合計 129,854 57,864

営業外費用   

支払利息 16,829 16,177

手形売却損 4,274 3,486

固定資産除却損 3,255 3,588

固定資産賃貸費用 4,168 4,425

為替差損 － 20,074

その他 6,006 10,284

営業外費用合計 34,534 58,037

経常利益又は経常損失（△） △1,326,603 330,773

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 2,044

固定資産売却益 14,203 －

特別利益合計 14,203 2,044

特別損失   

固定資産除却損 3,447 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 7,919

特別損失合計 3,447 7,919

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△1,315,846 324,899

法人税、住民税及び事業税 6,330 9,103

法人税等調整額 △2,445 △2,696

法人税等合計 3,885 6,407

少数株主損益調整前四半期純利益 － 318,491

少数株主利益 1,652 5,541

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,321,383 312,950
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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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第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) 

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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△1,315,846 324,899

減価償却費 483,139 378,327

貸倒引当金の増減額（△は減少） 28,988 3,614

製品保証引当金の増減額（△は減少） △2,459 630

退職給付引当金の増減額（△は減少） 26,680 41,653

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － 5,550

受取利息及び受取配当金 △2,195 △1,955

支払利息 16,829 16,177

為替差損益（△は益） 13,832 2,577

売上債権の増減額（△は増加） 1,724,627 △1,551,084

たな卸資産の増減額（△は増加） 825,290 △437,201

仕入債務の増減額（△は減少） △1,152,204 966,221

未払消費税等の増減額（△は減少） 14,608 △3,507

未収消費税等の増減額（△は増加） 125,846 60,514

その他 △100,388 39,112

小計 686,750 △154,471

利息及び配当金の受取額 2,195 1,955

利息の支払額 △19,744 △14,473

法人税等の支払額 △6,524 △6,816

営業活動によるキャッシュ・フロー 662,676 △173,805

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 － 10,000

有形固定資産の取得による支出 △37,833 △35,626

無形固定資産の取得による支出 △9,838 △11,491

有形固定資産の売却による収入 39,592 1,095

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,079 △36,021

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） △100,000 △1,200,000

長期借入れによる収入 － 1,000,000

その他 △4,947 △5,182

財務活動によるキャッシュ・フロー △104,947 △205,182

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,903 △14,370

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 544,747 △429,380

現金及び現金同等物の期首残高 2,461,920 2,824,830

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,006,667 2,395,449
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 (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)　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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