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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31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 ％

24年3月期第3四半期 10,730 21.7 966 38.6 941 41.5 566 37.3
23年3月期第3四半期 8,818 △9.3 697 9.3 665 △8.1 412 2.9

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 450百万円 （59.3％） 23年3月期第3四半期 283百万円 （―％）

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3四半期 32.37 ―

23年3月期第3四半期 23.59 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 22,006 18,543 84.1
23年3月期 21,583 18,495 85.5

（参考） 自己資本  24年3月期第3四半期  18,497百万円 23年3月期  18,459百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

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 ― 5.00 ― 13.00 18.00
24年3月期 ― 10.00 ―

24年3月期（予想） 10.00 20.00

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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有  
 

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 14,600 16.2 1,300 18.4 1,280 21.3 750 2.8 42.88



(1) 当四半期連結累計期間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  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
（注）詳細は、添付資料Ｐ.２「２.サマリー情報（その他）に関する事項」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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報告書のレビュー手続きの対象外であり、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
に基づく四半期報告書のレビュー手続き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 
上記の予想は現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって異なる結果となる可能性があります。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期3Q 17,819,033 株 23年3月期 17,819,033 株

② 期末自己株式数 24年3月期3Q 328,899 株 23年3月期 328,497 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 17,490,404 株 23年3月期3Q 17,490,834 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間における世界経済は、米国経済は回復基調にあるものの、欧州の債務不安は新興国か

らの供給を頭打ちにさせ、先行き不透明な状況です。わが国経済は、震災の復興需要で立ち直りつつありますが、

タイの洪水被害によるサプライチェーン寸断と長引く円高傾向から輸出型製造業が伸び悩み、貿易収支が悪化する

状況となっております 

 当社の関連するプラスチック成形業界におきましては、地域別には東南アジア、業種別には自動車及びその関連

業種が好調に推移しました。 

 このような情勢の中で当社グループは、取出ロボット売上は前期の7.5％増になり、前期に受注していた特注機

売上においては前期の128.0％増になっております。現在では取出ロボットの受注は前期並ですが、特注機の受注

は堅調に推移しております。その結果、売上高は前期の21.7%増となる10,730百万円となっております。利益面で

は、営業利益は前期の38.6％増となる966百万円、経常利益は前期の41.5％増となる941百万円、四半期純利益は前

期の37.3％増となる566百万円となっております。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

 総資産は前期末（平成23年3月31日）に比べて422百万円増加し、22,006百万円となりました。これは現金及び預

金が2,078百万円減少しましたが、土地が1,817百万円、原材料及び貯蔵品が544百万円及び仕掛品が207百万円増加

したことによるものです。 

（負債） 

 負債は前期末に比べて374百万円増加し、3,462百万円となりました。これは主として支払手形及び買掛金が387

百万円増加したことによるものです。 

  （純資産） 

 純資産は前期末に比べて48百万円増加し、18,543百万円となりました。これは為替換算調整勘定が101百万円減

少しましたが、利益剰余金163百万円増加したことによるものです。   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 第３四半期決算の業績及び今後の業界動向などを踏まえ業績予想の見直しを行った結果、平成23年５月11日に公

表いたしました平成24年３月期の通期業績予想（連結、個別）を下方修正しております。詳細は本日発表した「業

績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。   

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はございません。 

     

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用につきましては、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。   

     

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はございません。 

     

１．当四半期決算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
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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）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,653,652 7,575,547

受取手形及び売掛金 4,288,949 4,357,465

有価証券 300,000 300,000

商品及び製品 630,010 707,021

仕掛品 630,728 838,217

原材料及び貯蔵品 1,483,591 2,028,080

繰延税金資産 339,504 338,565

その他 340,574 278,239

貸倒引当金 △17,760 △16,651

流動資産合計 17,649,250 16,406,485

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,046,615 993,587

土地 2,044,977 3,862,856

その他（純額） 236,536 191,331

有形固定資産合計 3,328,129 5,047,775

無形固定資産 91,450 82,388

投資その他の資産   

投資有価証券 250,994 208,401

繰延税金資産 19,525 29,466

その他 282,446 270,577

貸倒引当金 △38,162 △38,541

投資その他の資産合計 514,803 469,903

固定資産合計 3,934,383 5,600,067

資産合計 21,583,634 22,006,552
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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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,918,405 2,305,512

未払金 371,087 403,231

未払法人税等 154,462 180,025

賞与引当金 179,000 93,000

役員賞与引当金 13,680 15,300

製品保証引当金 104,517 116,351

その他 224,282 225,574

流動負債合計 2,965,436 3,338,994

固定負債   

役員退職慰労引当金 66,780 66,780

その他 55,613 56,935

固定負債合計 122,393 123,715

負債合計 3,087,830 3,462,709

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,985,666 1,985,666

資本剰余金 2,023,903 2,023,903

利益剰余金 15,249,493 15,413,414

自己株式 △347,208 △347,809

株主資本合計 18,911,854 19,075,175

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 51,056 26,329

為替換算調整勘定 △503,005 △604,261

その他の包括利益累計額合計 △451,949 △577,932

少数株主持分 35,898 46,600

純資産合計 18,495,803 18,543,843

負債純資産合計 21,583,634 22,006,552
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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３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 8,818,724 10,730,692

売上原価 5,336,699 6,728,472

売上総利益 3,482,025 4,002,220

販売費及び一般管理費 2,784,127 3,035,239

営業利益 697,898 966,980

営業外収益   

受取利息 33,673 21,260

受取配当金 3,958 4,798

仕入割引 6,116 7,844

その他 20,364 16,022

営業外収益合計 64,111 49,926

営業外費用   

為替差損 94,251 70,467

その他 2,142 4,638

営業外費用合計 96,393 75,105

経常利益 665,616 941,801

特別利益   

固定資産売却益 － 992

投資有価証券売却益 748 615

特別利益合計 748 1,608

特別損失   

固定資産除売却損 287 327

投資有価証券評価損 － 588

特別損失合計 287 915

税金等調整前四半期純利益 666,076 942,493

法人税等 243,414 361,389

少数株主損益調整前四半期純利益 422,662 581,103

少数株主利益 10,132 14,901

四半期純利益 412,529 566,202
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 422,662 581,103

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △16,894 △24,726

為替換算調整勘定 △122,639 △105,456

その他の包括利益合計 △139,534 △130,183

四半期包括利益 283,127 450,920

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 273,270 440,219

少数株主に係る四半期包括利益 9,856 10,701
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該当事項はありません。 

   

〔セグメント情報〕 

 Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31日） 

    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．セグメント利益又は損失の調整額△61,304千円には、セグメント間取引消去13,567千円、棚卸資産の調整

額△74,871千円が含まれております。 

２．セグメント利益又は損失は、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３四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年12月31日） 

    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．セグメント利益又は損失の調整額△6,998千円には、セグメント間取引消去6,484千円、棚卸資産の調整額

△13,483千円が含まれております。 

２．セグメント利益又は損失は、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。   

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  （単位：千円）

  

報告セグメント

合計
調整額 
（注）１ 

四半期連結
損益計算書 
計上額 
（注）２ 

日本 米国 アジア 欧州

売上高               

外部顧客への売上

高 
 6,162,910  1,210,738  1,292,496  152,578  8,818,724 －  8,818,724

セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

 2,198,978  3,559  180,410  9,125  2,392,074 (2,392,074) － 

計  8,361,889  1,214,298  1,472,907  161,704  11,210,799 (2,392,074)  8,818,724

セグメント利益又は

損失（ ） 
 476,819  107,211  178,675 (3,504)  759,202 (61,304)  697,898

  （単位：千円）

  

報告セグメント

合計
調整額 
（注）１ 

四半期連結
損益計算書 
計上額 
（注）２ 

日本 米国 アジア 欧州

売上高               

外部顧客への売上

高 
 7,230,870  1,375,963  1,978,315  145,544  10,730,692 －  10,730,692

セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

 2,466,265  10,402  138,847  10,921  2,626,437  (2,626,437) － 

計  9,697,135  1,386,365  2,117,163  156,465  13,357,129  (2,626,437)  10,730,692

セグメント利益又は

損失（ ） 
 656,647  152,922  167,929 (3,519)  973,979  (6,998)  966,980

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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（１）受注及び販売の状況 

ａ.受注の状況 

①受注高 

  
②受注残高 

  
ｂ.販売の状況   

   
（２）海外売上高 

前第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日） 

  
当第３四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年12月31日） 

  

４．補足情報

製品等の区分 
前第３四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日） 

  
当第３四半期連結累計期間 
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年12月31日） 

  

取出ロボット（千円）  7,108,808  6,931,127

特注機（千円）  1,159,090  1,848,774

部品・保守サービス（千円）  1,379,521  1,547,539

合 計（千円）  9,647,420  10,327,441

製品等の区分 
前第３四半期連結会計期間末
（平成22年12月31日） 

  
当第３四半期連結会計期間末 
（平成23年12月31日） 

  

取出ロボット（千円）  1,731,090  1,640,340

特注機（千円）  486,536  624,543

部品・保守サービス（千円）  136,372  147,144

合 計（千円）  2,353,999  2,412,028

製品等の区分 
前第３四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日） 

  
当第３四半期連結累計期間 
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年12月31日） 

  

取出ロボット（千円）  6,340,176  6,813,818

特注機（千円）  1,013,582  2,310,491

部品・保守サービス（千円）  1,464,966  1,606,382

合 計（千円）  8,818,724  10,730,692

  北米地域 アジア地域 欧州地域 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,273,205  3,406,678  427,467  124,800  5,232,152

Ⅱ 連結売上高（千円）                      8,818,724

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
 14.4  38.6  4.9  1.4  59.3

  北米地域 アジア地域 欧州地域 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,965,686  4,127,658  699,100  117,332  6,909,778

Ⅱ 連結売上高（千円）                      10,730,692

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
 18.3  38.5  6.5  1.1  64.4
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