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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３四半期
連結累計期間

第53期
第３四半期
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12月31日

自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31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) 22,512 6,559 40,058

経常損失(△) (百万円) △1,550 △1,002 △247

四半期(当期)純損失(△)(百万円) △1,637 △1,065 △3,542

純資産額 (百万円) ― 23,551 26,139

総資産額 (百万円) ― 39,584 45,668

１株当たり純資産額 (円) ― 1,118.67 1,212.39

１株当たり四半期
(当期)純損失(△)

(円) △77.56 △50.86 △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 (％) ― 59.2 56.9

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 526 ― 662

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △717 ― △1,032

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 55 ― △134

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) ― 5,581 5,938

従業員数 (名) ― 906 891

(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３四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３四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３四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12月31日現在

従業員数(名) 906

(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12月31日現在

従業員数(名) 730

(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29名は含まず、連結子会社からの出向者82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３四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 4,207

金型等 379

合計 4,587

(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３四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 2,521 3,818

金型等 345 152

合計 2,867 3,970

(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３四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 4,687

周辺機器 595

部品 897

金型等 380

合計 6,559

(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３四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３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、米国に端を発した金融不安の影響が実体経済に波

及する中で、企業の設備投資マインドが減退し、また輸出も低迷するなど、世界的な景気悪化が鮮明に

なってまいりました。

当社グループの属する射出成形機業界におきましては、ＩＴ・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悪化の一途をたどるなど、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３四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

上高が内外とも大幅に減少し、売上高合計は65億５千９百万円となりました。

なお、製品別売上高につきましては、射出成形機売上高が46億８千７百万円、周辺機器の売上高が５億

９千５百万円、部品の売上高が８億９千７百万円、また金型等の売上高が３億８千万円となっておりま

す。

一方、利益面につきましては、アジア地域での価格競争に起因する採算性の悪化に加え、比較的採算性

の高い市場である北米地域および国内の売上高が低迷したことにより、人件費などの固定費相当分をカ

バーすることができず、営業損失４億３千万円を計上することとなりました。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６億９百万円を計上したことにより経常損失は10

億２百万円となり、これらの結果、税金等調整後の四半期純損失は10億６千５百万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大幅に減少し、売上高（外部売上高）は37億８千７

百万円、営業損失は５億６千３百万円となりました。

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13億２千６百万円、営業利益は６百万円となりました。

③アジア地域

東アジア地域、東南アジア地域とも需要が大幅に減少し、売上高（外部売上高）は14億４千５百万円、

営業損失は３千７百万円となりました。
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(2) 財政状態の分析

当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、第２四半期末比16億８千４百万円減少し、395億８千４百

万円となりました。主たる減少要因は、売上高の減少に伴う受取手形及び売掛金の減少15億７千５百万円

および未収入金の減少５億３千６百万円であります。

負債合計は、第２四半期末比１億６千万円減少し、160億３千２百万円となりました。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３億７千７百万円のほか、賞与引当金の減少３億４

千５百万円であります。

純資産合計は、第２四半期末比15億２千３百万円減少し、235億５千１百万円となりました。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11億４千９百万円のほか、評価・換算差額等合計の

減少額３億５千４百万円であります。

　

(3) 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および現金同等物は、第２四半期連結会計期間末に比べ３

億８千５百万円増加し、55億８千１百万円となりました。
　

（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、３億３百万円となりました。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７億４千３百万円であり、キャッシュ・アウトの主たる

要因は、税金等調整前四半期純損失10億３千５百万円および賞与引当金の減少額３億４千５百万円であ

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、△１億９千８百万円となりました。キャッシュ・アウトの主た

る要因は、無形固定資産の取得による支出１億５千３百万円および有形固定資産の取得による支出５千

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、４億９千１百万円となりました。キャッシュ・インの主たる要

因は、短期借入金の純増加額５億７千５百万円であり、キャッシュ・アウトの主たる要因は、配当金の支

払額８千３百万円であります。

　

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四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３四半期連結会計期間の研究開発費の総額は、９千６百万円であります。

なお、当第３四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悪化など、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３四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３四半期連結会計期間において、第２四半期連結会計期間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３四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３四半期会計期間末現在

発行数(株)
(平成20年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年２月12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 22,272,000 22,272,000

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）

単元株式数
100株

計 22,272,000 22,272,000 ― ―

　

(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10月１日～
平成20年12月31日　　

― 22,272,000 ― 5,362 ― 5,342

　

(5) 【大株主の状況】

当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。
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(6) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、実質株主が把握できず、記載することがで

きませんので、直前の基準日である平成20年９月30日現在で記載しております。

　

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 10月 11月 12月

最高(円) 520 513 519 482 468 414 376 294 275

最低(円) 465 453 441 422 386 351 190 228 229

(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３四半期連結会計期間(平成20年10月１

日から平成20年12月31日まで)及び当第３四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年12月31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３四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,581 5,938

受取手形及び売掛金 ※2
 11,373 15,978

商品及び製品 5,529 5,580

仕掛品 1,132 1,356

原材料及び貯蔵品 2,913 2,776

その他 1,712 2,844

貸倒引当金 △161 △212

流動資産合計 28,081 34,261

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1
 3,195

※1
 3,355

機械装置及び運搬具（純額） ※1
 1,257

※1
 1,486

土地 4,375 4,391

その他（純額） ※1
 772

※1
 336

有形固定資産合計 9,601 9,569

無形固定資産 1,091 760

投資その他の資産

投資有価証券 690 941

その他 173 187

貸倒引当金 △53 △52

投資その他の資産合計 810 1,076

固定資産合計 11,503 11,406

資産合計 39,584 45,668

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※2
 8,051 12,342

短期借入金 2,658 2,234

未払法人税等 46 78

賞与引当金 105 361

引当金 153 185

その他 1,528 817

流動負債合計 12,542 16,019

固定負債

退職給付引当金 2,924 2,867

引当金 211 231

その他 353 410

固定負債合計 3,489 3,509

負債合計 16,032 19,528
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20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 13,910 15,752

自己株式 △824 △609

株主資本合計 23,937 25,994

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 74 201

為替換算調整勘定 △575 △189

評価・換算差額等合計 △500 12

少数株主持分 115 133

純資産合計 23,551 26,139

負債純資産合計 39,584 45,668
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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）

当第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年12月31日)

売上高 22,512

売上原価 18,086

売上総利益 4,425

販売費及び一般管理費 ※1
 5,621

営業損失（△） △1,196

営業外収益

受取利息 45

受取配当金 14

その他 162

営業外収益合計 222

営業外費用

支払利息 30

為替差損 537

その他 9

営業外費用合計 577

経常損失（△） △1,550

特別利益

貸倒引当金戻入額 20

特別利益合計 20

特別損失

固定資産廃棄損 4

投資有価証券売却損 2

投資有価証券評価損 32

特別損失合計 39

税金等調整前四半期純損失（△） △1,569

法人税等 ※2
 60

少数株主利益 7

四半期純損失（△） △1,637
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間
(自 平成20年10月１日
　至 平成20年12月31日)

売上高 6,559

売上原価 5,236

売上総利益 1,323

販売費及び一般管理費 ※1
 1,753

営業損失（△） △430

営業外収益

受取利息 13

受取配当金 3

その他 41

営業外収益合計 57

営業外費用

支払利息 13

為替差損 609

その他 6

営業外費用合計 629

経常損失（△） △1,002

特別利益

貸倒引当金戻入額 1

特別利益合計 1

特別損失

固定資産廃棄損 1

投資有価証券売却損 0

投資有価証券評価損 32

特別損失合計 33

税金等調整前四半期純損失（△） △1,035

法人税等 ※2
 31

少数株主損失（△） △0

四半期純損失（△） △1,065
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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３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20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損失（△） △1,569

減価償却費 679

貸倒引当金の増減額（△は減少） △29

賞与引当金の増減額（△は減少） △256

退職給付引当金の増減額（△は減少） 57

受取利息及び受取配当金 △60

支払利息 30

売上債権の増減額（△は増加） 3,931

たな卸資産の増減額（△は増加） △140

未収消費税等の増減額（△は増加） 150

仕入債務の増減額（△は減少） △2,127

その他 △79

小計 585

利息及び配当金の受取額 65

利息の支払額 △31

法人税等の支払額 △93

営業活動によるキャッシュ・フロー 526

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 △333

無形固定資産の取得による支出 △397

その他 14

投資活動によるキャッシュ・フロー △717

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） 482

配当金の支払額 △212

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 55

現金及び現金同等物に係る換算差額 △220

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △356

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 5,581

EDINET提出書類

日精樹脂工業株式会社(E01695)

四半期報告書

15/26



【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３四半期連結累計期間

(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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

13,132百万円

※１有形固定資産の減価償却累計額

12,723百万円

※２　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理につ

いては、手形交換日をもって決済処理しております。

　なお、当第３四半期連結会計期間末日が金融機関の

休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満

期手形が、四半期連結会計期間末残高に含まれてお

ります。

受取手形 139百万円

支払手形 351

―――――

　

(四半期連結損益計算書関係)

　
当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年12月31日)

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

給料諸手当 1,884百万円

荷造運搬費 589

賞与引当金繰入額 54

退職給付費用 275

役員退職慰労引当金繰入額 34

製品保証引当金繰入額 80

※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３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日
 至　平成20年12月31日)

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

給料諸手当 528百万円

荷造運搬費 159

賞与引当金繰入額 54

退職給付費用 91

役員退職慰労引当金繰入額 12

製品保証引当金繰入額 10

※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３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年12月31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 5,581百万円

現金及び現金同等物 5,581
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(株主資本等関係)

当第３四半期連結会計期間末(平成20年12月31日)及び当第３四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　

至　平成20年12月31日)

　

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第３四半期
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３四半期
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

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

　
　(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
　
　　　　該当事項はありません。

　

　

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３四半期連

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末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)

該当事項はありません。

　

(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３四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)及び当第３四半期連結累計期

間(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31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３四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31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

3,787 1,326 1,445 6,559 ― 6,559

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

1,625 0 0 1,626 (1,626) ―

計 5,413 1,327 1,445 8,186 (1,626) 6,559

営業費用 5,977 1,320 1,482 8,781 (1,790) 6,990

営業利益又は営業損失(△) △563 6 △37 △594 164 △430

　

当第３四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31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

13,866 3,706 4,939 22,512 ― 22,512

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

6,698 2 0 6,701 (6,701) ―

計 20,564 3,709 4,940 29,213(6,701)22,512

営業費用 21,857 3,737 5,005 30,600(6,892)23,708

営業損失(△) △1,292 △28 △65 △1,386 190 △1,196

　
(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３四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31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) 1,353 1,794 380 3,528

Ⅱ　連結売上高(百万円) ― ― ― 6,559

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

20.6 27.4 5.8 53.8

　

当第３四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31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) 3,723 6,825 723 11,272

Ⅱ　連結売上高(百万円) ― ― ― 22,512

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

16.6 30.3 3.2 50.1

(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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

1,118.67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３四半期連結会計期間末
（平成20年12月31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) 23,551 26,139

普通株式に係る純資産額　　　　　　(百万円) 23,436 26,006

差額の主な内訳　　　　　　　　　　(百万円)

　少数株主持分 115 133

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３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年12月31日)

当第３四半期連結会計期間 
(自　平成20年10月１日 
至　平成20年12月31日)

１株当たり四半期純損失(△) △77.56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(△) △50.86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３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日 
 至　平成20年12月31日)

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

△1,637 △1,065

普通株式に係る四半期純損失(△)　　(百万円) △1,637 △1,065

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) 21,117 20,950
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(重要な後発事象)

　

希望退職者の募集

平成21年２月６日開催の取締役会において、下記のとおり希望退職者の募集を行うことを決議いたし

ました。

　

１　希望退職者募集の理由

世界的な景気後退の影響により、当社グループの主力商品であるプラスチック射出成形機の需要は

内外とも激減し、現在の事業規模を維持する売上高の確保が極めて困難な状況にあります。

このような市場環境を乗り切り、確固たる利益体質を構築するためには、固定費の削減が不可欠であ

るとの判断に至ったためであります。

　

２　希望退職募集の対象者、募集人員および募集期間等

(1)募集人数 100名（平成21年２月５日現在の正社員数671名）

(2)対象者 40歳以上の正社員

(3)募集期間 平成21年２月16日から平成21年２月26日まで

(4)退職日 平成21年３月31日

(5)優遇措置 所定の退職金に特別割増金を上乗せ支給する。また、希望者に対しては再就職支援
を行う。

(6)募集の前提 現行の社内規定に基づく早期選択定年退職制度の申出期間内に申出があった場
合、希望退職の募集人数は100名から当該申出者数を差し引いた数とする。

　

３　希望退職による損失の見込額

当該希望退職にかかる損失額は、募集期間が終了しておらず流動的なため、未確定であります。
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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21年２月12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３四半期連結会計期間

(平成20年10月１日から平成20年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20

年12月31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12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間

の経営成績並びに第３四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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