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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54期
第１四半期

連結累計(会計)期間

第55期
第１四半期

連結累計(会計)期間
第54期

会計期間
自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日

自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日

自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日

売上高 (百万円) 3,445 4,887 16,465

経常損失(△) (百万円) △831 △143 △2,303

四半期(当期)純損失(△)(百万円) △807 △147 △2,347

純資産額 (百万円) 21,120 19,256 19,579

総資産額 (百万円) 33,023 35,220 35,058

１株当たり純資産額 (円) 1,002.84 913.32 928.63

１株当たり四半期(当期)
純損失(△)

(円) △38.52 △7.03 △112.04

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 (％) 63.6 54.3 55.5

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 191 △526 919

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △129 △21 △757

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 789 △166 505

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 6,264 5,255 6,029

従業員数 (名) 727 784 736

(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(第54期第１四半期、第55期第１四半期並びに第54期)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。
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２ 【事業の内容】

当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の連結子会社）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１四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) 連結会社の状況

平成22年６月30日現在

従業員数(名) 784

(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22年６月30日現在

従業員数(名) 586

(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25名は含まず、連結子会社からの出向者37名を含んでおります。

３　嘱託・パートタイマー43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１四半期連結会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。
　

セグメントの名称 生産高(百万円) 前年同四半期比(％)

日本 4,055 ―

アメリカ地域 ― ―

アジア地域 146 ―

合計 4,201 ―

(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、上記に含めておりません。

　
(2) 受注実績

当第１四半期連結会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。
　

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(％)

日本 3,760 ― 2,742 ―

アメリカ地域 957 ― 603 ―

アジア地域 743 ― 1,742 ―

合計 5,461 ― 5,088 ―

(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　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　
(3) 販売実績

当第１四半期連結会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。
　

セグメントの名称 販売高(百万円) 前年同四半期比(％)

日本 2,837 ―

アメリカ地域 904 ―

アジア地域 1,145 ―

合計 4,887 ―

(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　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

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

　　該当する主要な相手先がないため、記載を省略しております。
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２ 【事業等のリスク】

当第１四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１四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１四半期連結会計期間における経営環境は、欧州の金融市場に対する信用不安や内外の景気に対

する先行き懸念から不安定な動きはあったものの、中国やインドをはじめとした海外経済の回復を背景

に持ち直しの基調を辿りました。

当社グループの属する射出成形機業界におきましては、中国をはじめとした東アジアを中心に海外需

要が比較的順調に回復しているものの、国内につきましては企業の設備投資に対する慎重な姿勢が継続

するなど依然として低い水準で推移しました。

このような状況の中、当第１四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

上高がアジア市場を中心に回復基調にあったことにより売上高合計は48億８千７百万円（前年同四半期

比41.9％増）となりました。製品別売上高につきましては、射出成形機売上高が32億４千５百万円（前年

同四半期比34.7％増）と増加したことに伴い、周辺機器の売上高が４億円（同127.5％増）、部品の売上

高が９億５千３百万円（同48.0％増）、また金型等の売上高が２億８千７百万円（同33.9％増）と大幅

に増加いたしました。利益面につきましては、射出成形機や部品の売上高が増加したことから、営業利益

１千９百万円（前年同四半期実績は営業損失８億８千万円）となりました。また、円高による為替差損１

億８千９百万円を計上したことなどにより、経常損失は１億４千３百万円（前年同四半期実績は経常損

失８億３千１百万円）となり、これらの結果、四半期純損失は１億４千７百万円（前年同四半期実績は四

半期純損失８億７百万円）を計上するに至りました。

　

セグメントの状況は、以下のとおりです。

①日本

自動車関連部品の一部や一般雑貨関連を中心に需要がやや持ち直しの基調にあり、売上高（外部売上

高）は28億３千７百万円、また、営業利益は１千９百万円を計上いたしました。
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②アメリカ地域

化粧品や食品容器関連、医療分野向けなどが比較的堅調に推移したことから、売上高（外部売上高）は

９億４百万円、営業利益は４千万円を計上する結果となりました。

③アジア地域

中国をはじめとするアジア市場ではＯＡ・通信機器を中心に需要が増加傾向にあった一方で激化する

価格競争の影響から売上高（外部売上高）は11億４千５百万円となったものの、営業損失５百万円を計

上するに至りました。

　
(2) 財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末比１億６千１百万円増加し、352億２千

万円となりました。主たる増加要因は、生産量増加に伴う商品及び製品の増加６億２千６百万円および仕

掛品の増加２億２千４百万円であり、主たる減少要因は、現金及び預金の減少７億７千４百万円および投

資有価証券の減少７千２百万円であります。

負債合計は、前連結会計年度末比４億８千４百万円増加し、159億６千３百万円となりました。主たる増

加要因は仕入高の増加に伴う支払手形及び買掛金の増加４億８千９百万円であり、主たる減少要因は短

期借入金の減少７千７百万円であります。

純資産合計は、前連結会計年度末比３億２千２百万円減少し、192億５千６百万円となりました。主たる

減少要因は四半期純損失計上に伴う利益剰余金の減少１億４千７百万円および円高に伴う為替換算調整

勘定の減少１億３千万円であります。

　
(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）

営業活動によるキャッシュ・フローは、△５億２千６百万円（前年同四半期実績は１億９千１百万

円）となりました。このうち、当四半期におけるキャッシュ・インの主たる要因は仕入高の増加に伴う仕

入債務の増加額４億２千４百万円であり、キャッシュ・アウトの主たる要因は売上高増加に伴う売上債

権の増加３億６千４百万円および仕入高の増加に伴うたな卸資産の増加額９億９千４百万円でありま

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、△２千１百万円（前年同四半期実績は△１億２千９百万円）

となりました。このうち、当四半期におけるキャッシュ・アウトの主たる要因は有形固定資産の取得によ

る支出９百万円であります。
　

（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、△１億６千６百万円（前年同四半期実績は７億８千９百万

円）となりました。このうち当四半期におけるキャッシュ・アウトの主たる要因はファイナンス・リー

ス債務の返済による支出７千４百万円であります。
　

これらの結果、当第１四半期連結会計期間末における現金および現金同等物は、前連結会計期間末に比

べ７億７千４百万円減少し、52億５千５百万円となりました。
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(4) 研究開発活動

当第１四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１四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) 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、設備投資の需要は回復基調にあるものの、一部の市場に限定されてい

るため予断を許さない状況にあります。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。

当社グループといたしましては、今後、安定的な黒字体質を確保するため、事業活動の全ての領域にお

いて「選択と集中」を徹底し、需要先業種／販売地域／商品ラインアップについて収益性を最優先に再

構築を行ってまいります。また、ヒト・モノ・カネといった資本の最適な配分により、最大限のコスト改

善を継続していく所存であります。

　

(6) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四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１四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１四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１四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１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成22年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年８月11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) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【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22年６月30日 ― 22,272,000 ― 5,362 ― 5,342

　

(6) 【大株主の状況】

大量保有報告書の写しの送付がなく、当第１四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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(7) 【議決権の状況】

当第１四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ない

ため、記載することができないことから、直前の基準日(平成22年３月31日)に基づく株主名簿による記載

をしております。

① 【発行済株式】

平成22年３月31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

20,948,500
209,485 ―

単元未満株式
普通株式

2,100
― ―

発行済株式総数        22,272,000― ―

総株主の議決権 ― 209,485 ―

(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84株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成22年３月31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22年
４月 ５月 ６月

最高(円) 341 330 300

最低(円) 295 268 255

(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１四半期連結会計期間(平成21年４月１日から平成21年６月30日まで)及び前第１四半期連結

累計期間(平成21年４月１日から平成21年６月30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１四半期連結会計期間(平成22年４月１日から平成22年６月30日まで)及び当第１四半期連結累計期間

(平成22年４月１日から平成22年６月30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１四半期連結会計期間(平成21年４月１

日から平成21年６月30日まで)及び前第１四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年６月30日ま

で)に係る四半期連結財務諸表並びに当第１四半期連結会計期間(平成22年４月１日から平成22年６月30日

まで)及び当第１四半期連結累計期間(平成22年４月１日から平成22年６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１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,659 6,433

受取手形及び売掛金 8,100 7,905

商品及び製品 4,072 3,445

仕掛品 946 722

原材料及び貯蔵品 2,891 2,799

その他 2,858 2,816

貸倒引当金 △155 △188

流動資産合計 24,372 23,934

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1
 3,062

※1
 3,128

機械装置及び運搬具（純額） ※1
 508

※1
 548

土地 4,348 4,355

その他 ※1
 1,036

※1
 1,079

有形固定資産合計 8,956 9,111

無形固定資産 1,045 1,103

投資その他の資産

投資有価証券 634 707

その他 273 264

貸倒引当金 △61 △62

投資その他の資産合計 845 909

固定資産合計 10,847 11,123

資産合計 35,220 35,058

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 6,761 6,272

短期借入金 2,431 2,509

未払法人税等 44 54

引当金 235 171

その他 1,600 1,445

流動負債合計 11,073 10,453

固定負債

長期借入金 630 675

退職給付引当金 2,412 2,368

引当金 188 221

その他 1,657 1,761

固定負債合計 4,889 5,026

負債合計 15,963 15,479
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22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 9,678 9,825

自己株式 △824 △824

株主資本合計 19,705 19,852

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 96 139

為替換算調整勘定 △667 △536

評価・換算差額等合計 △571 △397

少数株主持分 122 123

純資産合計 19,256 19,579

負債純資産合計 35,220 35,058
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年６月30日)

売上高 3,445 4,887

売上原価 3,157 3,537

売上総利益 288 1,350

販売費及び一般管理費 ※1
 1,169

※1
 1,330

営業利益又は営業損失（△） △880 19

営業外収益

受取利息 9 6

受取配当金 6 6

助成金収入 46 －

その他 46 43

営業外収益合計 108 56

営業外費用

支払利息 27 28

為替差損 29 189

その他 1 2

営業外費用合計 58 219

経常損失（△） △831 △143

特別利益

貸倒引当金戻入額 12 29

特別利益合計 12 29

特別損失

固定資産売却損 3 －

特別損失合計 3 －

税金等調整前四半期純損失（△） △821 △113

法人税等 ※2
 △16

※2
 28

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △141

少数株主利益 2 5

四半期純損失（△） △807 △147
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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１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年６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（△） △821 △113

減価償却費 219 212

貸倒引当金の増減額（△は減少） △12 △28

賞与引当金の増減額（△は減少） － 44

退職給付引当金の増減額（△は減少） 53 44

受取利息及び受取配当金 △15 △13

支払利息 27 28

助成金収入 △46 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,453 △364

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,207 △994

未収消費税等の増減額（△は増加） 285 55

仕入債務の増減額（△は減少） △2,124 424

その他 △35 225

小計 190 △479

利息及び配当金の受取額 15 12

利息の支払額 △27 △29

助成金の受取額 46 －

法人税等の支払額 △34 △30

営業活動によるキャッシュ・フロー 191 △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 △42 △9

無形固定資産の取得による支出 △104 △2

その他 18 △9

投資活動によるキャッシュ・フロー △129 △21

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） △58 △47

長期借入金の返済による支出 － △44

配当金の支払額 △0 △0

自己株式の取得による支出 － △0

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 △59 △74

財務活動によるキャッシュ・フロー 789 △166

現金及び現金同等物に係る換算差額 67 △59

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 920 △774

現金及び現金同等物の期首残高 5,344 6,029

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 6,264

※1
 5,255
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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１四半期連結会計期間 

(自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日)

会計処理基準に関する事項
の変更

資産除去債務に関する会計基準の適用
　当第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。
　これによる営業利益、経常損失及び税金等調整前四半期純損失への影響はありませ
ん。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はありません。

　

【表示方法の変更】

当第１四半期連結会計期間
(自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日)

（四半期連結損益計算書関係）

　「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づき財務諸表等規則等の一部

を改正する内閣府令（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用に伴い、当第１四半期連結累計期間では、「少数

株主損益調整前四半期純損失」の科目を表示しております。

　

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額

12,100百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

12,036百万円

(注) 保証債務 (注) 保証債務

　　　従業員の金融機関からの借入金に対し、次の

　　債務保証を行っております。

　　　従業員の金融機関からの借入金に対し、次の 

　　債務保証を行っております。

　　　　社員ローン　　　　　　　　　　　９百万円 　　　　社員ローン　　　　　　　　　　　９百万円

　

(四半期連結損益計算書関係)

前第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日)

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

　　給料諸手当 416百万円

　　退職給付費用 64

　　製品保証引当金繰入額 4

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

　　給料諸手当 441百万円

　　賞与引当金繰入額 21

　　退職給付費用 65

　　製品保証引当金繰入額 31

※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１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30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21年６月30日現在）

現金及び預金 6,264百万円

現金及び現金同等物 6,264

※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22年６月30日現在）

現金及び預金 5,659百万円

預入期間が３か月超の定期預金 △404

現金及び現金同等物 5,255
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(株主資本等関係)

当第１四半期連結会計期間末（平成22年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間(自　平成22年４月１日

　至　平成22年６月30日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
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１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 1,321,484

　
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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(セグメント情報等)

【事業の種類別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６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関連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】

前第１四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６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

1,936 576 932 3,445 ― 3,445

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

958 0 ― 959 (959) ―

計 2,895 576 932 4,405 (959) 3,445

営業費用 3,781 615 928 5,325 (999) 4,326

営業利益又は営業損失(△) △885 △38 3 △920 39 △880

(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　　

　
【海外売上高】

前第１四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６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) 691 1,404 45 2,141

Ⅱ　連結売上高(百万円) ― ― ― 3,445

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

20.1 40.8 1.3 62.2

(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、ブラジル
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【セグメント情報】

(追加情報)

当第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、当社グループ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判断するために、定期的に検討を行う対象となっている

ものであります。

当社グループは、主に射出成形機及びその関連機器の製造販売をしており、各地域において当社および現

地法人が包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。

なお、当社グループでは、「日本」、「アメリカ地域」および「アジア地域」の３つを報告セグメントと

して区分しております。

　

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１四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日)

　 　 　 　 (単位：百万円)

　

報告セグメント

合計
日本 アメリカ地域 アジア地域

売上高 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 2,837 904 1,145 4,887

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

2,377 2 160 2,540

計 5,215 907 1,305 7,428

セグメント利益又は損失(△) 19 40 △5 54

　

３  報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容(差異調整に関する事項)

　 (単位：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 54

セグメント間取引消去 △34

四半期連結損益計算書の営業利益 19

　

EDINET提出書類

日精樹脂工業株式会社(E01695)

四半期報告書

19/25



　

(金融商品関係)

金融商品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。

　

(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。

　

(資産除去債務関係)

資産除去債務の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、当第１四半期連結会計期間の期首と

比較して著しい変動がありません。

　

(賃貸等不動産関係)

賃貸借不動産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。

　

EDINET提出書類

日精樹脂工業株式会社(E01695)

四半期報告書

20/25



　

(１株当たり情報)
　

１  １株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

　 　

　 913.32円
　

　 　

　 928.63円
　

　

(注)　１株当たり純資産の算定上の基礎

項目
当第１四半期連結会計期間末
（平成22年６月30日）

前連結会計年度末
（平成22年３月31日）

純資産の部の合計額　　　　　　　　(百万円) 19,256 19,579

普通株式に係る純資産額　　　　　　(百万円) 19,134 19,455

差額の主な内訳　　　　　　　　　　(百万円) 　 　

　少数株主持分 122 123

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

前第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日)

１株当たり四半期純損失 38.52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 7.03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の算定上の基礎

項目
前第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日)

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

△807 △147

普通株式に係る四半期純損失(△)　　　(百万円) △807 △147

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
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(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８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１四半期連結会計期間

（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成

21年６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

21年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッ

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８月11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　　原　　　　　勝　　彦　　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22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間

（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間(平成22年４月１日から平成

22年６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

22年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッ

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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