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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54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54期
第３四半期
連結会計期間

第53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21年
    ４月１日
至  平成21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21年
    10月１日
至  平成21年
    12月31日

自  平成20年
    ４月１日
至  平成21年
    ３月31日

売上高 (百万円) 22,512 11,145 6,559 3,669 27,048

経常損失(△) (百万円) △1,550 △1,757 △1,002 △445 △2,355

四半期(当期)
純損失(△)

(百万円) △1,637 △1,757 △1,065 △433 △3,375

純資産額 (百万円) ― ― 23,551 20,143 21,814

総資産額 (百万円) ― ― 39,584 34,468 35,221

１株当たり純資産額 (円) ― ― 1,118.67 956.11 1,036.22

１株当たり四半期
(当期)純損失金額(△)

(円) △77.56 △83.88 △50.86 △20.71 △160.14

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) ― ― 59.2 58.1 61.6

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 526 1,702 ― ― △579

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △717 △400 ― ― △1,128

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 55 723 ― ― 1,348

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) ― ― 5,581 7,382 5,344

従業員数 (名) ― ― 906 718 708

(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)純利益金額については、第53期第３四半期及び第54期第３四半期は１

株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため、第53期は１株当たり当期純損失であり、ま

た、潜在株式が存在しない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21年12月31日現在

従業員数(名) 718

(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21年12月31日現在

従業員数(名) 563

(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24名は含まず、連結子会社からの出向者13名を含んでおります。

３　嘱託・パートタイマー46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) 前年同四半期比(％)

射出成形機 2,049 △51.3

金型等 240 △36.5

合計 2,290 △50.1

(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) 前年同四半期比(％)受注残高(百万円) 前年同四半期比(％)

射出成形機 3,475 37.8 3,957 3.7

金型等 330 △4.4 104 △31.4

合計 3,806 32.7 4,062 2.3

(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) 前年同四半期比(％)

射出成形機 2,097 △55.3

周辺機器 348 △41.4

部品 911 1.7

金型等 311 △18.1

合計 3,669 △44.1

(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 【事業等のリスク】

当第３四半期連結会計期間において、財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況の異常な変動

等、または前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

　

３ 【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。

　

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

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、内外の経済対策により、外需では中国を中心とする

アジア地域に持ち直しの動きが見られたほか、内需につきましても輸出主導で生産活動が回復基調に転

じたものの、新規設備への投資マインドは依然低調であり、本格的な回復には至りませんでした。

当社グループの属する射出成形機業界におきましても、主として中国市場からの需要が比較的順調に

回復しているものの、全体としては依然低水準で推移いたしました。

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伸び悩み、売上

高合計は36億６千９百万円（前年同四半期比44.1％減）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20億９千７百万円（前年同四半期比55.3％

減）と大幅に減少したことに伴い、周辺機器売上高が３億４千８百万円（同41.4％減）、部品売上高が９

億１千１百万円（同1.7％増）、また金型等の売上高が３億１千１百万円（同18.1％減）と夫々減少して

おります。

一方、利益面につきましては、人件費をはじめとする諸経費の圧縮を継続したものの、売上高の大幅減

少に伴う利益圧縮に加え、需要の集中する中国・東アジア地域での過当競争による売価下落等の要因に

より営業損失４億８千６百万円（前年同四半期実績は営業損失４億３千万円）を計上いたしました。

また、営業外損益につきましては、営業外収益として雇用調整助成金収入２千２百万円を計上したほ

か、当第３四半期における為替水準が比較的堅調に推移したことから為替差益２千２百万円（前年同四

半期は為替差損６億９百万円）を計上したことなどにより、経常損失は４億４千５百万円（前年同四半

期実績は経常損失10億２百万円）となり、これらの結果、四半期純損失は４億３千３百万円（前年同四半

期実績は四半期純損失10億６千５百万円）となったものであります。
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所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。

①日本

容器関連および医療機器関連向けの需要は堅調に推移しているものの、需要先業種の柱である自動車

部品関連の回復が遅れており、売上高（外部売上高）は22億８千５百万円（前年同四半期比39.7％減）

となりました。一方、営業損失については前年同四半期実績に対し損失幅が１億３千９百万円縮小し４億

２千４百万円（前年同四半期実績は営業損失５億６千３百万円）となりました。

　

②アメリカ地域

自動車部品・建材部品向けを始め、新規設備需要は依然として低迷し、売上高（外部売上高）は６億４

千７百万円（前年同四半期比51.2％減）、営業損失は１千２百万円（前年同四半期実績は営業利益６百

万円）を計上いたしました。

　

③アジア地域

中国・東アジア地域においては、ＯＡ・通信関連業界を中心に大きく伸長しているものの、内需の拡大

による地産地消の傾向が強まる中で、販売面で苦戦を強いられる結果となりました。また、タイやインド

ネシアなど東南アジア地域の販売が低迷していることも相俟って、売上高（外部売上高）は７億３千５

百万円（前年同四半期比49.1％減）、営業損失は８千８百万円（前年同四半期実績は営業損失３千７百

万円）を計上いたしました。

　

(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２四半期連結会計期間末比11億４千６百万円増加し、

344億６千８百万円となりました。主たる増加要因は、現金及び預金の増加６億６千５百万円および未収

入金の増加７億７千８百万円であり、主たる減少要因は、受取手形及び売掛金の減少６億８千８百万円で

あります。

負債合計は、第２四半期連結会計期間末比15億７千２百万円増加し、143億２千４百万円となりました。

主たる増加要因は、支払手形及び買掛金の増加17億２千３百万円および長期借入金の増加７億２千万円

であり、主たる減少要因は、短期借入金の減少９億４千２百万円であります。

純資産合計は、第２四半期連結会計期間末比４億２千６百万円減少し、201億４千３百万円となりまし

た。主たる減少要因は、四半期純損失の計上に伴う利益剰余金の減少４億３千３百万円であります。

　

(3) キャッシュ・フローの状況
　

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第３四半期連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは９億６百万円（前年同四半

期実績は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、仕入債務の増加額

11億２百万円および売上債権の減少額７億円であり、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４億４千６百万円および棚卸資産の増加額５億８千９百万円であります。
　

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第３四半期連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは△１億１千１百万円（前年

同四半期実績は△１億９千８百万円）となりました。このうち、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３千５百万円であります。
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（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第３四半期連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、△１億４千万円（前年同

四半期実績は４億９千１百万円）となりました。このうち、キャッシュ・インの主たる要因は、長期借入

による収入９億円であり、キャッシュ・アウトの主たる要因は、短期借入金の純減少額９億６千６百万円

であります。
　

これらの結果、当第３四半期連結会計期間末の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６億６千５百万円増加し、73億８千２百万円となりました。

　

(4) 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、３千６百万円であります。

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。

　

(5) 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。
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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２四半期連結会計期間末に計画中であった、日精塑料机械（太倉）有限公司の生産設備の新設に

つきましては、予定通り、平成21年10月に完了いたしました。

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、除去等の計画はありま

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21年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22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 22,272,00022,272,000

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）

単元株式数　100株

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21年12月31日 ― 22,272,000 ― 5,362 ― 5,342

　

(5) 【大株主の状況】

大量保有報告書の写しの送付がなく、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、株主名簿の記載内容が確認できず、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21年９月30日の株主名簿により記載しております。

① 【発行済株式】

平成21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

20,949,200
209,492 ―

単元未満株式
普通株式

1,400
― ―

発行済株式総数        22,272,000― ―

総株主の議決権 ― 209,492 ―

(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21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21年
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高(円) 266 303 328 307 329 322 310 279 245

最低(円) 220 224 272 248 278 275 260 218 202

(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、前第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)及び前第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)は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当

第３四半期連結会計期間(平成21年10月１日から平成21年12月31日まで)及び当第３四半期連結累計期間

(平成21年４月１日から平成21年12月31日まで)は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成して

おります。

　

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、前第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)及び前第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並びに当第３四半期連結会計期間(平成21年10月１日から平成21年12月31日

まで)及び当第３四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21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21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21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,486 5,344

受取手形及び売掛金 ※3
 6,464 8,645

商品及び製品 3,252 5,112

仕掛品 730 559

原材料及び貯蔵品 3,167 2,658

その他 2,238 1,268

貸倒引当金 △152 △137

流動資産合計 23,186 23,452

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1, ※2
 3,189

※1, ※2
 3,391

機械装置及び運搬具（純額） ※1
 540

※1
 661

土地 ※2
 4,353

※2
 4,378

その他（純額） ※1
 1,139

※1
 1,271

有形固定資産合計 9,222 9,702

無形固定資産 1,175 1,268

投資その他の資産

投資有価証券 677 663

その他 261 190

貸倒引当金 △55 △56

投資その他の資産合計 883 797

固定資産合計 11,281 11,768

資産合計 34,468 35,221

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※3
 5,164 4,851

短期借入金 2,598 3,489

未払法人税等 30 55

引当金 88 126

その他 1,345 1,206

流動負債合計 9,228 9,730

固定負債

長期借入金 720 －

退職給付引当金 2,322 2,164

引当金 217 216

その他 1,835 1,295

固定負債合計 5,095 3,676

負債合計 14,324 13,406
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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21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 10,415 12,173

自己株式 △824 △824

株主資本合計 20,442 22,200

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 99 85

為替換算調整勘定 △511 △575

評価・換算差額等合計 △411 △490

少数株主持分 112 105

純資産合計 20,143 21,814

負債純資産合計 34,468 35,221
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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20年４月１日
　至 平成20年12月31日)

当第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)

売上高 22,512 11,145

売上原価 18,086 9,346

売上総利益 4,425 1,798

販売費及び一般管理費 ※1
 5,621

※1
 3,568

営業損失（△） △1,196 △1,769

営業外収益

受取利息 45 27

受取配当金 14 9

助成金収入 － 190

その他 162 96

営業外収益合計 222 323

営業外費用

支払利息 30 84

為替差損 537 221

その他 9 5

営業外費用合計 577 311

経常損失（△） △1,550 △1,757

特別利益

固定資産売却益 － 2

貸倒引当金戻入額 20 －

特別利益合計 20 2

特別損失

固定資産売却損 － 3

固定資産廃棄損 4 1

投資有価証券売却損 2 －

投資有価証券評価損 32 2

関係会社株式評価損 － 5

特別損失合計 39 13

税金等調整前四半期純損失（△） △1,569 △1,768

法人税等 ※2
 60

※2
 △18

少数株主利益 7 7

四半期純損失（△） △1,637 △1,757
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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20年10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21年10月１日
　至 平成21年12月31日)

売上高 6,559 3,669

売上原価 5,236 2,937

売上総利益 1,323 731

販売費及び一般管理費 ※1
 1,753

※1
 1,218

営業損失（△） △430 △486

営業外収益

受取利息 13 5

受取配当金 3 2

為替差益 － 22

助成金収入 － 22

その他 41 17

営業外収益合計 57 71

営業外費用

支払利息 13 27

為替差損 609 －

その他 6 3

営業外費用合計 629 31

経常損失（△） △1,002 △445

特別利益

貸倒引当金戻入額 1 －

特別利益合計 1 －

特別損失

固定資産売却損 － 0

固定資産廃棄損 1 0

投資有価証券売却損 0 －

投資有価証券評価損 32 0

特別損失合計 33 0

税金等調整前四半期純損失（△） △1,035 △446

法人税等 ※2
 31

※2
 △14

少数株主利益又は少数株主損失（△） △0 1

四半期純損失（△） △1,065 △433
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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20年４月１日
　至 平成20年12月31日)

当第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)

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 △1,768

減価償却費 679 689

貸倒引当金の増減額（△は減少） △29 17

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） 57 158

受取利息及び受取配当金 △60 △37

支払利息 30 84

助成金収入 － △190

売上債権の増減額（△は増加） 3,931 2,044

たな卸資産の増減額（△は増加） △140 1,076

未収消費税等の増減額（△は増加） 150 172

仕入債務の増減額（△は減少） △2,127 △623

その他 △79 △8

小計 585 1,614

利息及び配当金の受取額 65 37

利息の支払額 △31 △87

助成金の受取額 － 190

法人税等の支払額 △93 △51

営業活動によるキャッシュ・フロー 526 1,702

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 － △104

有形固定資産の取得による支出 △333 △82

無形固定資産の取得による支出 △397 △167

その他 14 △46

投資活動によるキャッシュ・フロー △717 △400

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 △877

長期借入れによる収入 － 900

配当金の支払額 △212 △0

自己株式の取得による支出 △214 －

セール・アンド・リースバックによる収入 － 908

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △206

財務活動によるキャッシュ・フロー 55 723

現金及び現金同等物に係る換算差額 △220 11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △356 2,037

現金及び現金同等物の期首残高 5,938 5,344

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 5,581

※1
 7,382
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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)

１.  連結の範囲に関する

事項の変更

(1) 連結の範囲の変更

　第２四半期連結会計期間より、新たに設立した「日精塑料机械(太倉)有限公

司」を連結の範囲に含めております。

 

(2) 変更後の連結子会社の数

　10社

　

【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21年12月31日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額

11,941百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

11,629百万円

※２　担保に供されているもの

　企業集団の事業の運営において重要なものであ

り、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認

められるものは、次のとおりです。

建物及び構築物 1,097百万円

土地 2,080

合計 3,177

※２　担保に供されているもの

建物及び構築物 491百万円

土地 1,698

合計 2,189

 

※３　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 43百万円

支払手形 141

―――――

　
　

(四半期連結損益計算書関係)

第３四半期連結累計期間

　 前第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３四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21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

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

給料諸手当 1,243百万円

退職給付費用 196

製品保証引当金繰入額 20

 

※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。

※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。
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第３四半期連結会計期間

　 前第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)

当第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)

※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

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

給料諸手当 420百万円

退職給付費用 66

製品保証引当金繰入額 6

※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。

※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)

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

※１  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

（平成20年12月31日現在）

現金及び預金 5,581百万円

現金及び現金同等物 5,581百万円

※１  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

（平成21年12月31日現在）

現金及び預金 7,486百万円

預入期間が３か月超の定期預金 △104  〃

現金及び現金同等物 7,382百万円

　

(株主資本等関係)

当第３四半期連結会計期間末（平成21年12月31日）及び当第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)
　
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

　　　該当事項はありません。
　
　(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

　　　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】

 
前第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３四半期連結会計

期間（自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日）並びに前第２四半期連結累計期間（自　平成20年４

月１日　至　平成20年12月31日）及び当第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ります。従いま

して、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。

　

【所在地別セグメント情報】

　

前第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

(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、当第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。

　

当第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)

　

　
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

2,285 647 735 3,669 ― 3,669

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

1,258 0 ― 1,258 (1,258) ―

計 3,544 648 735 4,928 (1,258) 3,669

営業費用 3,968 660 823 5,453 (1,297) 4,155

営業利益又は営業損失(△) △424 △12 △88 △524 38 △486

(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　　
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前第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

営業利益又は営業損失(△) △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、当第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。

　

当第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

6,892 1,879 2,373 11,145 ― 11,145

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

3,243 0 ― 3,244 (3,244) ―

計 10,135 1,880 2,373 14,389(3,244)11,145

営業費用 11,705 2,014 2,531 16,252(3,337)12,914

営業利益又は営業損失(△) △1,570 △134 △157 △1,862 92 △1,769

　
(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　　
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【海外売上高】

前第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

(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　スロバキア、スウェーデン

　

当第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)

　

　 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) 711 1,081 70 1,862

Ⅱ　連結売上高(百万円) ― ― ― 3,669

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

19.4 29.5 1.9 50.8

(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、ブラジル
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前第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

　

当第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) 2,078 3,635 151 5,865

Ⅱ　連結売上高(百万円) ― ― ― 11,145

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

18.6 32.6 1.4 52.6

(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　南アフリカ、スウェーデン

　

(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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(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21年12月31日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

　 　

　 956.11円
　

　 　

　 1,036.22円
　

　

(注) １株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

純資産の部の合計額　　　　　　　　　(百万円) 20,143 21,814

普通株式に係る純資産額　　　　　　　(百万円) 20,031 21,709

差額の主な内訳　　　　　　　　　　　(百万円) 　 　

  少数株主持分 112 105

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 1,321

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 20,950

　

２  １株当たり四半期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

第３四半期連結累計期間

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

１株当たり四半期純損失金額 77.56円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ―
　

１株当たり四半期純損失金額 83.88円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ―
　

　

(注) １　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

２　１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎

項目
前第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３四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21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 1,757

普通株式に係る四半期純損失　　　　　(百万円) 1,637 1,757

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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第３四半期連結会計期間

　
前第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)

当第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)

１株当たり四半期純損失金額 50.86円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ―
　

１株当たり四半期純損失金額 20.71円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ―
　

　

(注) １　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

２　１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎

項目
前第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)

当第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)

四半期連結損益計算書上の四半期純損失(百万円) 1,065 433

普通株式に係る四半期純損失　　　　　(百万円) 1,065 433

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) 20,950 20,950

　

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

(リース取引関係)

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。

　

　

２ 【その他】

該当事項はありません。
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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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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成22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　　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

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　中　　川　　昌　　美　　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21年４月１日から平成22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21年10月１日から平成21年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21

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

21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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