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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第53期

第２四半期連結
累計期間

第53期
第２四半期連結
会計期間

第52期

会計期間

自　平成20年
　　４月１日
至　平成20年
　　９月30日

自　平成20年
　　７月１日
至　平成20年
　　９月30日

自　平成19年
　　４月１日
至　平成20年
　　３月31日

売上高 (百万円) 15,952 8,129 40,058

経常損失(△) (百万円) △547 △520 △247

四半期(当期)純損失(△)(百万円) △572 △518 △3,542

純資産額 (百万円) ― 25,075 26,139

総資産額 (百万円) ― 41,268 45,668

１株当たり純資産額 (円) ― 1,190.471,212.39

１株当たり四半期
(当期)純損失(△)

(円) △26.99 △24.73 △165.12

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) ― 60.4 56.9

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 222 ― 662

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △518 ― △1,032

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △436 ― △134

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) ― 5,196 5,938

従業員数 (名) ― 913 891

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、第53期第２四半期は潜在株式が存在しないため、

第52期は１株当たり当期純損失であるため、記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第２四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている

事業の内容に重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社における状況

平成20年９月30日現在

従業員数(名) 913

(注) 従業員数は就業人員であります。

　

　

(2) 提出会社の状況

平成20年９月30日現在

従業員数(名) 736

(注) １　従業員数は就業人員であります。

２　連結子会社への出向者は31名は含まず、連結子会社からの出向者74名を含んでおります。

３　嘱託・パートタイマー57名は含んでおりません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第２四半期連結会計期間における生産実績は、次のとおりであります。
　

製品別 生産高(百万円)

射出成形機 5,298

金型等 348

合計 5,647

(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。
３　周辺機器及び部品につきましては、製品(又は部品)として仕入れる部分が多いため、記載を省略しております。
４　当社グループは射出成形機及びその関連機器の製造販売の単一事業を営んでおり事業の種類別セグメント情
報はありません。

　

(2) 受注実績

当第２四半期連結会計期間における受注実績は、次のとおりであります。
　

製品別 受注高(百万円) 受注残高(百万円)

射出成形機 5,074 5,984

金型等 416 186

合計 5,491 6,170

(注) １　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２　周辺機器及び部品につきましては、製品(又は部品)として仕入れる部分が多いため、記載を省略しております。

３　当社グループは射出成形機及びその関連機器の製造販売の単一事業を営んでおり事業の種類別セグメント情
報はありません。

　

(3) 販売実績

当第２四半期連結会計期間における販売実績は、次のとおりであります。
　

製品別 販売高(百万円)

射出成形機 5,579

周辺機器 847

部品 1,192

金型等 509

合計 8,129

(注) １　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２　当社グループは射出成形機及びその関連機器の製造販売の単一事業を営んでおり事業の種類別セグメント情

報はありません。

３　主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

　　該当事項はありません。
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２ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

　

３ 【財政状態及び経営成績の分析】

文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社および連結子会

社）が判断したものであります。

　

(1) 経営成績の分析

当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題を端緒とする金融

不安の影響が世界経済に波及する中で、原材料価格の高騰なども相俟って企業の設備投資マインドが減

退し、また輸出の伸びも鈍化するなど、景気の減速傾向がより鮮明になる形で推移いたしました。

当社グループの属する射出成形機業界におきましては、電子部品業界向けの需要が大きく減少したほ

か、自動車部品業界向けの需要も鈍化するなど、国内外ともに、極めて厳しい受注環境が続いております。

このような状況の中、当第２四半期連結会計期間の連結業績につきましては、主力である射出成形機売

上高がアメリカ地域およびアジア地域において伸び悩み、売上高合計は81億２千９百万円となりました。

なお、製品別売上高につきましては、射出成形機売上高が55億７千９百万円、周辺機器の売上高が８億

４千７百万円、部品の売上高が11億９千２百万円、また金型等の売上高が５億９百万円となっておりま

す。

一方、利益面につきましては、アジア地域における価格競争が続く中で、比較的採算性の高い市場であ

るアメリカ地域の売上高が低迷したこと、また機械原材料の高止まりなどの要因が利益を圧迫したこと

から営業損失４億５千８百万円を計上することとなり、利益水準が大幅に低下いたしました。また、四半

期末には世界的な金融不安から円高が急激に進行した結果、為替差損１億６千４百万円を計上したこと

により経常損失は５億２千万円となり、これらの結果、税金等調整後の四半期純損失は５億１千８百万円

となったものであります。

　

所在地別セグメントの業績は次のとおりです。

①日本

自動車部品関連および電子部品関連向けの需要が停滞し、特に当社グループの機種構成の中で大きな

割合を占める小型機の売上が減少したことなどにより、売上高（外部売上高）は53億８千７百万円、営業

損失は４億７百万円となりました。

②アメリカ地域

医療分野向けなど一部の業種が好調を持続したものの、自動車部品関連や建材関連向けの需要が低迷

し、売上高（外部売上高）は10億５百万円、営業損失は３千６百万円となりました。

③アジア地域

東南アジア地域の需要が伸び悩んだほか、東アジア地域の需要も低調に推移し、売上高（外部売上高）

は17億３千５百万円、営業利益は２百万円となりました。
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(2) 財政状態の分析

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、第１四半期末比22億６百万円減少し、412億６千８百万円

となりました。主たる減少要因は、現金及び預金の減少10億８千６百万円のほか、売上高の減少に伴う受

取手形及び売掛金の減少５億８千３百万円であります。

負債合計は、第１四半期末比13億７千８百万円減少し、161億９千３百万円となりました。主たる減少要

因は、仕入債務の減少に伴う支払手形及び買掛金の減少14億５百万円であります。

純資産合計は、第１四半期末比８億２千８百万円減少し、250億７千５百万円となりました。主たる減少

要因は、四半期純損失の計上による利益剰余金の減少５億１千８百万円のほか、自己株式の取得による株

主資本からの減少額の増加２億１千４百万円であります。

　

(3) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末における現金および現金同等物は、第１四半期連結会計期間末に比べ10

億８千９百万円減少し、51億９千６百万円となりました。
　

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローは、△４億１千４百万円となりました。このうちキャッシュ・イン

の主たる要因は、売上高の減少に伴う売上債権の減少額５億６千４百万円およびたな卸資産の減少額４

億３千３百万円であり、キャッシュ・アウトの主たる要因は、仕入債務の減少額10億５千６百万円および

税金等調整前四半期純損失４億８千９百万円であります。
　

（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、△４億２千万円となりました。キャッシュ・アウトの主たる要

因は、有形固定資産の取得による支出２億６千１百万円および無形固定資産の取得による支出１億６千

７百万円であります。
　

（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、△２億２千４百万円となりました。キャッシュ・アウトの主た

る要因は、自己株式取得による支出による２億１千４百万円であります。

　

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結会計期間において重要な変更はありません。

　

(5) 研究開発活動

当第２四半期連結会計期間の研究開発費の総額は、１億１千５百万円であります。

なお、当第２四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありま

せん。

　

(6) 経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

今後の事業環境につきましては、不安定な為替動向や世界経済の後退懸念など、極めて厳しい状況が予

想され、当社グループの連結業績もこれらの環境要因に大きな影響を受ける可能性があります。

当社グループとしましては、販売機種の選択と集中による営業・生産効率の向上をはじめ、原価低減、

諸経費の削減など、早期の利益回復に向けた諸施策に注力してまいります。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第２四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等に

ついて、重要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。

また、当第２四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 54,000,000

計 54,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成20年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年11月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 22,272,00022,272,000

東京証券取引所
（市場第一部）
名古屋証券取引所
（市場第一部）

―

計 22,272,00022,272,000― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成20年９月30日 ― 22,272,000 ― 5,362 ― 5,342
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(5) 【大株主の状況】

平成20年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

有限会社アオキエージェンシー 長野県埴科郡坂城町大字南条6037 1,889 8.48

島　　　喜　治 長野県上田市 1,200 5.39

株式会社八十二銀行 長野県長野市中御所岡田178－８ 992 4.45

日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海１―８―11 671 3.01

日精樹脂工業取引先持株会 長野県埴科郡坂城町大字南条2110 633 2.84

日本マスタートラスト
信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町２－11－３ 603 2.71

株式会社
みずほコーポレート銀行

東京都千代田区丸の内１－３－３ 532 2.39

日精樹脂工業株式会社
従業員持株会

長野県埴科郡坂城町大字南条2110 498 2.24

日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社(信託口４Ｇ)

東京都中央区晴海１―８―11 469 2.11

室　賀　順　吉 長野県上田市 467 2.10

計 ― 7,957 35.73

(注)　上記のほか当社は、1,321千株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合5.93％)の自己株式を所有しておりま

す。
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成20年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式1,321,400

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

20,948,900
209,489 ―

単元未満株式 普通株式 1,700 ― ―

発行済株式総数 22,272,000― ―

総株主の議決権 ― 209,489 ―

(注) １　「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が2,000株(議決権20個)含まれ

ております。

２　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式14株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成20年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
日精樹脂工業株式会社

長野県埴科郡坂城町
大字南条2110番地

1,321,400 ― 1,321,4005.93

計 ― 1,321,400 ― 1,321,4005.93

(注)　株主名簿上の自己名義株式数は、実質的に当社が所有しております。

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成20年
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 520 513 519 482 468 414

最低(円) 465 453 441 422 386 351

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する

内閣府令」（平成20年８月７日　内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四

半期連結財務諸表規則を適用しています。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第２四半期連結会計期間(平成20年７月１

日から平成20年９月30日まで)及び当第２四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年９月30日ま

で)に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けておりま

す。
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１【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２四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,199 5,938

受取手形及び売掛金 12,949 15,978

商品及び製品 5,610 5,580

仕掛品 1,349 1,356

原材料及び貯蔵品 2,677 2,776

その他 2,288 2,844

貸倒引当金 △187 △212

流動資産合計 29,886 34,261

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1
 3,280

※1
 3,355

機械装置及び運搬具（純額） ※1
 1,336

※1
 1,486

土地 4,395 4,391

その他（純額） ※1
 445

※1
 336

有形固定資産合計 9,457 9,569

無形固定資産 997 760

投資その他の資産

投資有価証券 802 941

その他 176 187

貸倒引当金 △52 △52

投資その他の資産合計 926 1,076

固定資産合計 11,381 11,406

資産合計 41,268 45,668

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 8,429 12,342

短期借入金 2,148 2,234

未払法人税等 61 78

賞与引当金 450 361

引当金 171 185

その他 1,420 817

流動負債合計 12,681 16,019

固定負債

退職給付引当金 2,938 2,867

引当金 198 231

その他 374 410

固定負債合計 3,511 3,509

負債合計 16,193 19,528
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 5,362 5,362

資本剰余金 5,488 5,488

利益剰余金 15,059 15,752

自己株式 △824 △609

株主資本合計 25,086 25,994

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 120 201

為替換算調整勘定 △266 △189

評価・換算差額等合計 △145 12

少数株主持分 134 133

純資産合計 25,075 26,139

負債純資産合計 41,268 45,668
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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：百万円）

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

売上高 15,952

売上原価 12,850

売上総利益 3,102

販売費及び一般管理費 ※1
 3,867

営業損失（△） △765

営業外収益

受取利息 32

受取配当金 11

為替差益 72

その他 120

営業外収益合計 236

営業外費用

支払利息 16

その他 2

営業外費用合計 19

経常損失（△） △547

特別利益

貸倒引当金戻入額 19

特別利益合計 19

特別損失

固定資産廃棄損 3

投資有価証券売却損 2

特別損失合計 5

税金等調整前四半期純損失（△） △534

法人税等 ※2
 29

少数株主利益 7

四半期純損失（△） △572
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間
(自 平成20年７月１日
　至 平成20年９月30日)

売上高 8,129

売上原価 6,605

売上総利益 1,523

販売費及び一般管理費 ※1
 1,982

営業損失（△） △458

営業外収益

受取利息 20

受取配当金 2

その他 81

営業外収益合計 104

営業外費用

支払利息 6

為替差損 164

その他 △3

営業外費用合計 167

経常損失（△） △520

特別利益

貸倒引当金戻入額 36

特別利益合計 36

特別損失

固定資産廃棄損 2

投資有価証券売却損 2

特別損失合計 5

税金等調整前四半期純損失（△） △489

法人税等 ※2
 21

少数株主利益 7

四半期純損失（△） △518
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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）

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20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損失（△） △534

減価償却費 401

貸倒引当金の増減額（△は減少） △25

賞与引当金の増減額（△は減少） 88

退職給付引当金の増減額（△は減少） 71

受取利息及び受取配当金 △43

支払利息 16

売上債権の増減額（△は増加） 3,188

たな卸資産の増減額（△は増加） 75

未収消費税等の増減額（△は増加） 267

仕入債務の増減額（△は減少） △3,216

その他 △33

小計 255

利息及び配当金の受取額 49

利息の支払額 △16

法人税等の支払額 △65

営業活動によるキャッシュ・フロー 222

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 △282

無形固定資産の取得による支出 △244

その他 8

投資活動によるキャッシュ・フロー △518

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） △93

配当金の支払額 △128

自己株式の取得による支出 △214

財務活動によるキャッシュ・フロー △436

現金及び現金同等物に係る換算差額 △9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △742

現金及び現金同等物の期首残高 5,938

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,196
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【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】

　
当第２四半期連結累計期間

(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

会計方針の変更

連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用

「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員

会　平成18年５月17日　実務対応報告第18号）を第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要

な修正を行っております。

これに伴う営業損失、経常損失および税金等調整前四半期純損失に与える影響は軽微であります。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

※１有形固定資産の減価償却累計額

13,089百万円

※１有形固定資産の減価償却累計額

12,723百万円

　

(四半期連結損益計算書関係)

　
当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年９月30日)

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

給料諸手当 1,144百万円

賞与引当金繰入額 211

退職給付費用 183

役員退職慰労引当金繰入額 22

製品保証引当金繰入額 69

※２　法人税、住民税及び事業税と法人税等調整額を

　　一括して記載しております。

　

当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日
 至　平成20年９月30日)

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

給料諸手当 588百万円

賞与引当金繰入額 106

退職給付費用 94

役員退職慰労引当金繰入額 14

製品保証引当金繰入額 50

※２　法人税、住民税及び事業税と法人税等調整額を

　　一括して記載しております。

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年９月30日)

現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 5,199百万円

預入期間が３か月超の定期預金 △3

現金及び現金同等物 5,196
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(株主資本等関係)

当第２四半期連結会計期間末(平成20年９月30日)及び当第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　

至　平成20年９月30日)

　

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 22,272,000

　

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 1,321,414

　

　

３　新株予約権等に関する事項

　　　　該当事項はありません。

　

　
４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成20年６月27日
定時株主総会

普通株式 128 ６.00平成20年３月31日 平成20年６月30日 利益剰余金

　
　(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効

力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成20年11月７日
取締役会

普通株式 83 ４.00平成20年９月30日 平成20年12月８日 利益剰余金

　

　

５　株主資本の著しい変動に関する事項

当社は、平成20年７月10日開催の取締役会決議に基づき、平成20年７月11日に自己株式の取得を行い

ました。この結果、当第２四半期連結会計期間において、自己株式が214百万円増加し、当第２四半期連

結会計期間末において824百万円となっております。
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(リース取引関係)

所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取引に係る方法に準じて処理を行っ

ておりますが、当四半期連結会計期間におけるリース取引残高は前連結会計年度末に比べて著しい変

動が認められないため、記載しておりません。

　

(有価証券関係)

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい

変動がありません。

　

　

(デリバティブ取引関係)

デリバティブ取引の四半期連結会計期間末の契約額等は、前連結会計年度の末日と比較して著しい

変動がありません。

　

(ストック・オプション等関係)

該当事項はありません。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)及び当第２四半期連結累計期

間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

　

当社及び連結子会社の事業は、射出成形機及びその周辺機器の製造販売の単一事業であるため、事業の

種類別セグメント情報の記載を省略しております。

　

【所在地別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)

　

日本
(百万円)

アメリカ地域
　

(百万円)

アジア地域
(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

5,387 1,005 1,735 8,129 ― 8,129

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

2,625 0 0 2,625 (2,625) ―

計 8,012 1,005 1,735 10,754(2,625) 8,129

営業費用 8,420 1,041 1,733 11,195(2,607) 8,587

営業利益又は営業損失(△) △407 △36 2 △441 (17) △458

　

当第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

　

日本
(百万円)

アメリカ地域
　

(百万円)

アジア地域
(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

10,078 2,380 3,493 15,952 ― 15,952

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

5,072 1 0 5,075 (5,075) ―

計 15,151 2,381 3,494 21,027(5,075)15,952

営業費用 15,880 2,416 3,522 21,819(5,101)16,717

営業損失(△) △729 △34 △28 △792 26 △765

　
(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・・アメリカ地域　アメリカ、メキシコ、カナダ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　アジア地域　シンガポール、マレーシア、タイ、中国、台湾、香港　　

３　「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」に記載のとおり、第１四半期連結会

　計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員

　会　平成18年５月17日　実務対応報告第18号）を適用しております。この変更に伴う営業利益又は営業損失

　に与える影響は軽微であります。
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【海外売上高】

当第２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)

　

アメリカ地域 アジア地域 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 975 2,698 236 3,910

Ⅱ　連結売上高(百万円) ― ― ― 8,129

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

12.0 33.2 2.9 48.1

　

当第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

　

アメリカ地域 アジア地域 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 2,370 5,030 342 7,744

Ⅱ　連結売上高(百万円) ― ― ― 15,952

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

14.9 31.5 2.1 48.5

(注）１　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。

２　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・・アメリカ地域　アメリカ、メキシコ、カナダ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　アジア地域　シンガポール、マレーシア、タイ、中国、台湾、香港

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 その他の地域　スウェーデン、ポーランド
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

1,190.47円 1,212.39円

　
(注)　１株当たり純資産の算定上の基礎

項目
当第２四半期連結会計期間末
（平成20年９月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

純資産の部の合計額　　　　　　　　(百万円) 25,075 26,139

普通株式に係る純資産額　　　　　　(百万円) 24,941 26,006

差額の主な内訳　　　　　　　　　　(百万円)

　少数株主持分 134 133

普通株式の発行済株式数　　　　　　　(千株) 22,272 22,272

普通株式の自己株式数　　　　　　　　(千株) 1,321 821

１株当たり純資産額の算定に用いられた　　　普通
株式の数　　　　　　　　　　　　(千株)

20,950 21,450

　

　

２　１株当たり四半期純損失

　
当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年９月30日)

当第２四半期連結会計期間 
(自　平成20年７月１日 
至　平成20年９月30日)

１株当たり四半期純損失(△) △26.99円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益につい
ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
 

１株当たり四半期純損失(△) △24.73円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益につい
ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　
(注)　１株当たり四半期純損失の算定上の基礎

項目
当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日 
 至　平成20年９月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純損失(△)
　　　　　　　　　　　　　　　　　(百万円)

△572 △518

普通株式に係る四半期純損失(△)　　(百万円) △572 △518

普通株主に帰属しない金額　　　　　(百万円) ― ―

普通株式の期中平均株式数　　　　　　(千株) 21,200 20,950

　

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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２【その他】

　

第53期（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）中間配当金については、平成20年11月７日開催

の取締役会において、平成20年９月30日の最終の株主名簿および実質株主名簿に記載または記録された株

主または登録質権者に対し、分配可能額の範囲内で次のとおり中間配当金を行うことを決議いたしました。

　①　配当金の総額……………………………………………83,802,344円

　②　１株あたりの金額………………………………………４円00銭

　③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日……………平成20年12月８日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成20年11月13日

日精樹脂工業株式会社

取締役会　御中

　

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士　　太　　田　　周　　二　　印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士　　種　　本　　　　　勇　　印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士　　伊　　藤　　栄　　司　　印

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日精

樹脂工業株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間

(平成20年７月１日から平成20年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20

年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び

四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責

任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することに

ある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、日精樹脂工業株式会社及び連結子会社の平成

20年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間

の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせ

る事項がすべての重要な点において認められなかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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