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

23年3月期第3四半期 53,656 59.0 5,751 ― 5,788 ― 3,477 ―
22年3月期第3四半期 33,743 △39.1 △1,278 ― △1,052 ― △949 ―

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

23年3月期第3四半期 55.94 ―
22年3月期第3四半期 △15.27 ―

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

23年3月期第3四半期 67,795 44,056 65.0 708.67
22年3月期 62,869 41,480 66.0 667.24

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  44,056百万円 22年3月期  41,480百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  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

22年3月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00
23年3月期 ― 6.00 ―
23年3月期 

（予想）
6.00 12.00

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） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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

通期 68,000 35.9 6,300 ― 6,100 757.4 3,600 140.9 57.91
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(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（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  無  
（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 

（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 
 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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３「２．その他の情報」をご覧ください。）

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） 23年3月期3Q 69,429,349株 22年3月期  69,429,349株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  7,261,960株 22年3月期  7,261,892株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 62,167,428株 22年3月期3Q 62,168,126株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、中国をはじめとするアジア地域などの経済成長に伴う外需

拡大や、景気刺激策による個人消費の持ち直しにより企業業績が改善し、設備投資に波及するなど緩やかに回復

しました。一方、雇用や所得の回復は遅れており、急激な円高・ドル安の進行や株安、新興国の成長鈍化などに

より先行き不透明な状況で推移しました。 

当社グループの関連市場におきましては、半導体設備業界、二次電池業界、工作機械業界を中心に総じて投資

意欲が回復してまいりました。 

このような状況のもとで、当社グループは、グローバル体質への変革、コスト改善、環境対応商品の開発に取

り組み、売上高53,656百万円（前年同四半期比59.0％増）、営業利益5,751百万円（前年同四半期は1,278百万円

の営業損失）経常利益5,788百万円（前年同四半期は1,052百万円の経常損失）、四半期純利益3,477百万円（前

年同四半期は949百万円の四半期純損失）となりました。 

  

 ① 資産、負債及び純資産の状況 

当第３四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4,925百万円増加の67,795百万円と

なりました。これは主に、売上高の回復に伴う売上債権及び棚卸資産の増加によるものであります。 

負債は、前連結会計年度末に比べ2,349百万円増加の23,738百万円となりました。これは主に、借入金の返済

による減少はありましたが、受注の回復に伴う仕入債務の増加や課税所得の増加に伴う未払法人税等の増加によ

るものであります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ2,575百万円増加の44,056百万円となりました。これは、四半期純利益の

計上が、配当金の支払い及びその他有価証券評価差額金の減少を上回ったことによるものであります。 

  自己資本比率につきましては、前連結会計年度末に比べ1.0ポイント減少の65.0％となりました。 

  

  ② キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結会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、前連結会計年度末と

比べて1,499百万円減少し、4,082百万円となりました。 

当第３四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下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３四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、1,601百万円（前年同四半期比72.2％減）

となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益5,671百万円、減価償却費1,924万円、賞与引当金の増加

881百万円、仕入債務の増加1,665百万円による資金の増加、未払賞与の減少1,259百万円、売上債権の増加4,723

百万円、たな卸資産の増加2,796百万円による資金の減少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３四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、588百万円（前年同四半期比21.0％減）と

なりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出488百万円による資金の減少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３四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は、2,440百万円（前年同四半期比52.4％減）

となりました。これは主に、短期借入金の純減少額1,315百万円及び長期借入金の返済525百万円、配当金の支払

額562百万円による資金の減少によるものであります。 

  

通期の予想については、平成22年10月29日に発表いたしました通期業績予想から変更はありません。 

  

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

(2) 連結財政状態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
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

資産除去債務に関する会計基準等の適用 

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、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益はそれぞれ３百万円減少しており、税金等調整

前四半期純利益は82百万円減少しております。 

また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は127百万円であります。 

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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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：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 4,193 5,682

受取手形及び売掛金 19,997 17,479

営業未収入金 3,342 1,280

商品及び製品 3,378 2,828

仕掛品 1,914 1,542

原材料及び貯蔵品 10,366 8,543

その他 1,517 1,736

貸倒引当金 △48 △48

流動資産合計 44,663 39,044

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 8,519 9,033

その他（純額） 10,273 10,201

有形固定資産合計 18,793 19,235

無形固定資産 270 333

投資その他の資産 4,066 4,255

固定資産合計 23,131 23,824

資産合計 67,795 62,869

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 11,119 9,618

短期借入金 2,682 4,012

未払法人税等 1,589 509

賞与引当金 921 42

その他の引当金 123 55

その他 4,048 3,473

流動負債合計 20,485 17,712

固定負債

長期借入金 1,475 2,000

引当金 464 607

その他 1,314 1,069

固定負債合計 3,253 3,676

負債合計 23,738 21,388

純資産の部

株主資本

資本金 11,016 11,016

資本剰余金 12,610 12,610

利益剰余金 25,572 22,655

自己株式 △4,938 △4,938

株主資本合計 44,260 41,343

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 359 472

為替換算調整勘定 △563 △334

評価・換算差額等合計 △203 137

純資産合計 44,056 41,480

負債純資産合計 67,795 62,869
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(2) 四半期連結損益計算書

【第３四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第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)

売上高 33,743 53,656

売上原価 26,848 38,112

売上総利益 6,895 15,544

販売費及び一般管理費 8,173 9,792

営業利益又は営業損失（△） △1,278 5,751

営業外収益

受取利息 10 11

受取配当金 63 66

為替差益 16 －

助成金収入 168 3

その他 182 215

営業外収益合計 442 296

営業外費用

支払利息 85 56

売上割引 79 76

為替差損 － 91

その他 52 35

営業外費用合計 217 259

経常利益又は経常損失（△） △1,052 5,788

特別利益

前期損益修正益 61 －

固定資産売却益 7 9

賞与引当金戻入額 290 －

補助金収入 － 4

その他 4 0

特別利益合計 365 14

特別損失

固定資産売却損 1 4

固定資産除却損 26 23

投資有価証券評価損 157 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 78

その他 65 24

特別損失合計 251 131

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（△）

△938 5,671

法人税、住民税及び事業税 50 1,808

法人税等調整額 △39 385

法人税等合計 10 2,193

少数株主損益調整前四半期純利益 － 3,477

四半期純利益又は四半期純損失（△） △949 3,477
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【第３四半期連結会計期間】

(単位：百万円)

前第３四半期連結会計期間
(自 平成21年10月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成22年10月１日
至 平成22年12月31日)

売上高 12,731 18,748

売上原価 9,692 13,308

売上総利益 3,038 5,440

販売費及び一般管理費 2,782 3,366

営業利益 256 2,073

営業外収益

受取利息 3 5

受取配当金 25 28

保険配当金 32 18

その他 60 51

営業外収益合計 121 103

営業外費用

支払利息 25 18

売上割引 23 24

為替差損 54 28

その他 16 10

営業外費用合計 119 81

経常利益 258 2,096

特別利益

固定資産売却益 0 6

補助金収入 1 1

その他 0 0

特別利益合計 2 9

特別損失

固定資産売却損 1 2

固定資産除却損 4 9

投資有価証券評価損 157 －

その他 0 5

特別損失合計 163 16

税金等調整前四半期純利益 97 2,089

法人税、住民税及び事業税 29 392

法人税等調整額 △15 413

法人税等合計 14 805

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,283

四半期純利益 82 1,283
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第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)

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（△）

△938 5,671

減価償却費 2,169 1,924

賞与引当金の増減額（△は減少） △647 881

未払賞与の増減額（△は減少） 6 △1,259

投資有価証券評価損益（△は益） 157 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 78

売上債権の増減額（△は増加） 559 △4,723

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,998 △2,796

仕入債務の増減額（△は減少） 404 1,665

その他 779 841

小計 4,489 2,284

利息及び配当金の受取額 74 77

利息の支払額 △71 △57

法人税等の支払額 △78 △705

法人税等の還付額 1,339 2

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,752 1,601

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △4 △11

有形固定資産の取得による支出 △770 △488

その他 29 △87

投資活動によるキャッシュ・フロー △745 △588

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） △3,712 △1,315

長期借入金の返済による支出 △527 △525

社債の償還による支出 △360 －

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △488 △562

その他 △39 △37

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,128 △2,440

現金及び現金同等物に係る換算差額 11 △72

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △108 △1,499

現金及び現金同等物の期首残高 4,458 5,581

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,349 4,082
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該当事項はありません。 

  

 
(注) １．事業区分の方法 

 事業区分は、製品の種類・性質及び販売方法の類似性を考慮し、自動機械部門、機器部門に区分しており 

ます。 

２．各事業区分に属する主要製品 

 
  

 
(注) １．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

  (1) アジア：マレーシア、タイ、シンガポール、中国、韓国、台湾 

  (2) その他：米国、カナダ 

  

 
(注) １．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。  

２．各区分に属する主な国又は地域 

  (1) アジア：マレーシア、タイ、シンガポール、中国、韓国、台湾等 

  (2) その他：米国、カナダ、中南米、欧州等 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報等

【事業の種類別セグメント情報】

前第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日)

自動機械
部門 

(百万円)

機器部門
  

(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 8,395 25,348 33,743 ― 33,743

 (2) セグメント間の内部売上高 
   又は振替高

6 84 90 (90) ―

計 8,401 25,432 33,834 (90) 33,743

  営業利益又は営業損失 (△) 651 △421 230 (1,508) △1,278

事業区分 機種

自動機械部門 自動機械装置

機器部門
省力機器、空気圧制御機器、駆動機器、空気圧関連機器、 

流体制御機器、コントロール機器

【所在地別セグメント情報】

前第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日)

日本 
  

(百万円)

アジア
  

(百万円)

その他
  

(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 29,338 4,060 345 33,743 ― 33,743

 (2) セグメント間の内部売上高 
   又は振替高

3,120 527 ― 3,648 (3,648) ―

計 32,458 4,588 345 37,392 (3,648) 33,743

  営業損失 (△) △414 △164 △59 △639 (638) △1,278

【海外売上高】

前第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日)

アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 4,691 685 5,376

Ⅱ 連結売上高(百万円) 33,743

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 13.9 2.0 15.9
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(追加情報) 

第１四半期連結会計期間より 「セグメント情報等の開示に関する会計基準」 (企業会計基準第17号 平成21年３

月27日) 及び 「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」 (企業会計基準適用指針第20号 平成20年

３月21日) を適用しております。 

  
１．報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社及び子会社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取

締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま

す。 

当社グループの構成単位は製品の種類別セグメントから構成されており、製品の種類・性質及び販売方法の類似

性により「自動機械部門」、「機器部門」の２つを報告セグメントとしております。 

自動機械部門では、自動包装システム、リチウムイオン電池製造システムを中心とした大型設備を生産・販売し

ており、個別受注生産方式を採用しております。 

機器部門では、半導体関連業界、自動車関連業界を始めとした幅広い市場に供給できる機能部品を生産・販売し

ており、需要予測に基づく見込生産方式を採用しております。 

  
２．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 

当第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) 

(単位：百万円) 

 
(注) １．セグメント利益の調整額△1,654百万円には、セグメント間取引消去23百万円及び各報告セグメントに配分

していない全社費用△1,678百万円が含まれております。全社費用は、主に当社の管理部門に係る費用及び長

期的な基礎的研究費用並びにシーケーディグローバルサービス株式会社に係る費用であります。 

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。 

  
３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

  

 当第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) 

   該当事項はありません。 

  

【セグメント情報】

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)自動機械部門 機器部門 計

売上高

 外部顧客への売上高 9,498 44,157 53,656 ― 53,656

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高

0 177 178 △178 ―

計 9,499 44,335 53,835 △178 53,656

セグメント利益 1,425 5,980 7,406 △1,654 5,751

(6) 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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 当第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) 

 
 (注) 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(1) 国又は地域の区分の方法・・・・・・地理的近接度による 

(2) 各区分に属する主な国又は地域・・・日本：日本 

                       アジア：マレーシア、タイ、シンガポール、中国、      

韓国、台湾 

                       その他：米国 

  

 当第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) 

 
 (注) １．国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(1) 国又は地域の区分の方法・・・・・・地理的近接度による 

(2) 各区分に属する主な国又は地域・・・アジア：マレーシア、タイ、シンガポール、中国、 

                           韓国、台湾等                   

                      その他の地域：米国、カナダ、中南米、欧州等 

２．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

4. 補足情報

〔所在地別セグメント情報〕

日本 
(百万円)

アジア
(百万円)

その他
(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
44,723 8,226 706 53,656 － 53,656

(2) セグメント間の内部売上 

又は振替高
6,093 1,134 － 7,227 (7,227) －

計 50,816 9,360 706 60,884 (7,227) 53,656

営業利益 5,464 776 17 6,259 (507) 5,751

〔海外売上高〕

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高 (百万円) 9,875 1,368 11,243

Ⅱ 連結売上高 (百万円) 53,656

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合 (％) 18.4 2.5 21.0
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(1) 生産実績 

当第３四半期連結累計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 
 (注) １．セグメント間取引については、相殺消去しております。 

     ２．金額は、販売価格によっております。 

    ３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 受注実績 

当第３四半期連結累計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 
 (注) １．自動機械部門以外は、需要見込による生産方法をとっております。 

   ２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(3) 販売実績 

当第３四半期連結累計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 
 (注) １．セグメント間取引については、相殺消去しております。 

   ２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

〔生産、受注及び販売の状況〕

セグメントの名称 生産高 (百万円) 前年同四半期比 (％)

自動機械部門 10,716 +36.9

機 器 部 門 43,027 +72.2

合 計 53,744 +63.8

セグメントの名称
受注高
(百万円)

前年同四半期比
(％)

受注残高  
(百万円)

前年同四半期比
(％)

自動機械部門 12,685 +34.3 9,369 +26.8

セグメントの名称 販売高 (百万円) 前年同四半期比 (％)

自動機械部門 9,498 +13.1

機 器 部 門 44,157 +74.2

合 計 53,656 +59.0
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