
 
 
 
 
 

 
 
 
   

 

 

   

     

 
     

 
       

 
(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

１．平成26年３月期第１四半期の業績（平成25年４月１日～平成25年６月30日）

（１）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 ％

26年３月期第１四半期 433 △35.2 △38 ― △42 ― △44 ―
25年３月期第１四半期 668 69.6 △70 ― △73 ― △85 ―

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

26年３月期第１四半期 △1.63 ―
25年３月期第１四半期 △3.15 ―

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

26年３月期第１四半期 1,854 189 10.2
25年３月期 2,052 231 11.3

(参考) 自己資本 26年３月期第１四半期 189百万円 25年３月期 231百万円

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

25年３月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

26年３月期 ―

26年３月期(予想) 0.00 ― 0.00 0.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無

３．平成26年３月期の業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

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) 1,234 △15.7 26 ― 14 ― 10 ― 0.37
通期 2,800 △5.1 141 240.6 117 347.5 102 387.4 3.78

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無



  

 
 ※詳細については、添付資料３ページ２の(１)「四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 
  

     

   

   

 

 
 

 
  

※ 注記事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

（２）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

（３）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) 26年３月期１Ｑ 27,152,585株 25年３月期 27,152,585株

② 期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 46,913株 25年３月期 46,197株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 27,105,806株 25年３月期１Ｑ 27,107,045株

発行済株式数に関する注記

※ 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、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続は終了しております。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
 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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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２ページ「業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、新政権による経済政策への期待感から円安や株高が進

行し、輸出関連企業や金融関連企業を中心に景気回復の兆しが見られました。一方で、欧州の債務問題

などによる海外経済の減速懸念等により、依然として先行きの不透明な状況が続きました。 

当社の関係するプラスチック加工業界及び環境関連業界においては、一部に新機能フィルム成形機、

大型多層ブロー成形機など新分野商品の市場展開はあるものの、円安によるプラスチック原料価格の上

昇や電力値上げなどによるコストアップ分を製品価格への転嫁が難しいこと、さらに、人口の減少が実

体経済を直撃する恒常的な国内景気の低迷に加え、自動車関連企業や家電関連企業などが新興国への工

場移転を加速させている状況が恒常化しており、国内外とも全体的には厳しい経営環境で推移いたしま

した。 

このような状況下、営業面では、大型インフレーション成形機を多数受注でき、加えて省エネブロー

成形機などを受注をすることができましたので、当第１四半期会計期間末の受注残高は12億６千７百万

円となりました。また、生産面では、海外生産の拡大によるコスト低減の推進や生産性の向上に努めま

したが、機械本体の利益率を大きく向上させるまでには至りませんでした。 

以上の結果、当第１四半期累計期間においては、売上高につきましては、前年のような大型機の納入

がなかったため、４億３千３百万円となり、前年同四半期と比べ２億３千５百万円減少（前年同四半期

比35.2％減）いたしました。利益面につきましては、クレーム費用や円安による海外調達コストの増加

などにより損益が悪化したため、営業損失３千８百万円（前年同四半期は営業損失７千万円）、経常損

失４千２百万円（前年同四半期は経常損失７千３百万円）となりました。さらに税金費用を計上し、四

半期純損失４千４百万円（前年同四半期は四半期純損失８千５百万円）となりました。 

  

流動資産は、前事業年度末に比べて14.5%減少し、1,163百万円となりました。これは主に、たな卸

し資産が41百万円増加し、現金及び預金が108百万円、受取手形及び売掛金が155百万円それぞれ減少

したことなどによります。 

 固定資産は、前事業年度末に比べて0.2％減少し、690百万円となりました。これは主に、有形固定

資産が減価償却などにより１百万円減少したことなどによります。 

 この結果、総資産は前事業年度末に比べて9.6％減少し、1,854百万円となりました。 

  

流動負債は、前事業年度末に比べて27.9％減少し、805百万円となりました。これは主に、前受金

が16百万円増加し、仕入債務が246百万円、短期借入金が51百万円それぞれ減少したことなどにより

ます。 

 固定負債は、前事業年度末に比べて22.1％増加し、859百万円となりました。これは主に、長期借

入金が154百万円、退職給付引当金が１百万円それぞれ増加したことなどによります。 

 この結果、負債は前事業年度末に比べて8.5％減少し、1,664百万円となりました。 

  

純資産は、前事業年度末に比べて18.4％減少し、189百万円となりました。これは主に、第１四半

期純損失を44百万円計上したことなどによります。 

  

第２四半期累計期間並びに通期予測については、当第１四半期の実績を踏まえて今後の業績への影響

を見定めている最中であり、現時点では平成25年５月13日発表の「平成25年３月期決算短信(非連結)」

における開示内容から変更はございません。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明

① 資産、負債及び純資産の状況

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明
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(原価差異の繰延処理) 

 操業度等の変動に起因して発生した原価差異につきましては、原価計算期間末までにほぼ解消が見

込まれるため、当該原価差異を流動資産(その他)として繰延べております。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）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
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４．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 514,665 406,198

受取手形及び売掛金 668,144 512,631

製品 81,175 44,633

仕掛品 49,172 125,635

原材料及び貯蔵品 24,088 25,569

その他 25,294 49,472

貸倒引当金 △2,223 △575

流動資産合計 1,360,317 1,163,565

固定資産   

有形固定資産   

土地 501,000 501,000

その他（純額） 126,509 124,945

有形固定資産合計 627,509 625,945

無形固定資産 11,960 10,982

投資その他の資産   

その他 69,926 71,331

貸倒引当金 △17,680 △17,680

投資その他の資産合計 52,245 53,650

固定資産合計 691,715 690,578

資産合計 2,052,032 1,854,143

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 671,996 425,364

短期借入金 303,552 251,768

前受金 50,037 66,510

未払法人税等 7,722 2,562

引当金 15,079 13,673

その他 68,252 45,691

流動負債合計 1,116,640 805,570

固定負債   

長期借入金 597,111 751,948

退職給付引当金 26,233 27,549

繰延税金負債 75,077 75,077

その他 5,185 4,786

固定負債合計 703,607 859,361

負債合計 1,820,247 1,664,931
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成25年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,332,945 1,332,945

資本剰余金 131,387 131,387

利益剰余金 △1,359,457 △1,403,644

自己株式 △5,196 △5,215

株主資本合計 99,679 55,472

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △5,021 △3,386

土地再評価差額金 137,125 137,125

評価・換算差額等合計 132,104 133,739

純資産合計 231,784 189,212

負債純資産合計 2,052,032 1,854,143
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（２）四半期損益計算書 
 第１四半期累計期間 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 668,626 433,479

売上原価 594,288 339,470

売上総利益 74,337 94,009

販売費及び一般管理費 145,235 132,019

営業損失（△） △70,898 △38,009

営業外収益   

受取利息 383 481

物品売却益 438 189

その他 4,070 559

営業外収益合計 4,892 1,230

営業外費用   

支払利息 5,182 5,026

手形売却損 1,172 438

その他 1,016 497

営業外費用合計 7,372 5,962

経常損失（△） △73,377 △42,741

特別損失   

投資有価証券評価損 10,694 －

固定資産除却損 － 18

特別損失合計 10,694 18

税引前四半期純損失（△） △84,071 △42,759

法人税、住民税及び事業税 1,433 1,428

法人税等合計 1,433 1,428

四半期純損失（△） △85,505 △44,187
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 該当事項はありません。 

  

前第１四半期累計期間(自 平成24年４月1日 至 平成24年６月30日) 

該当事項はありません。 

  

当第１四半期累計期間(自 平成25年４月1日 至 平成25年６月30日) 

該当事項はありません。 

  

当社はプラスチック成形機事業のみの単一セグメントであり重要性が乏しいため、セグメント情報

の記載を省略しております。 

  

該当事項はありません。 

（３）四半期財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

  【セグメント情報】

（重要な後発事象）
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当第１四半期累計期間における生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 
(注) １ 金額は、販売価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第１四半期累計期間における受注実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第１四半期累計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 
  

５．補足情報

（１）生産、受注及び販売の状況

１ 生産実績

事業部門別の名称 生産高(千円) 前年同四半期比(％)

インフレーション成形機事業 220,675 △32.5

ブロー成形機事業 66,227 △72.6

リサイクル装置事業 18,500 102.9

合            計 305,402 △47.2

２ 受注実績

事業部門別の名称 受注高(千円)
前年同四半期比

(％)
受注残高(千円)

前年同四半期比
(％)

インフレーション成形機事業 681,317 42.0 791,207 9.0

ブロー成形機事業 282,968 152.9 347,714 134.6

リサイクル装置事業 37,050 △14.7 129,050 119.8

合   計 1,001,335 57.7 1,267,971 35.9

３ 販売実績

事業部門別の名称 販売高(千円) 前年同四半期比(％)

インフレーション成形機事業 199,035 △41.4

ブロー成形機事業 103,227 △56.7

リサイクル装置事業 43,500 657.8

メンテナンス事業 87,717 3.2

合     計 433,479 △35.2
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