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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２四半期
連結累計期間

第55期
第２四半期
連結累計期間

第54期
第２四半期
連結会計期間

第55期
第２四半期
連結会計期間

第54期

会計期間

自　平成21年
    ４月１日 
至　平成21年
　　９月30日

自　平成22年　
    ４月１日
至　平成22年　
    ９月30日

自　平成21年　 　
    ７月１日 
至　平成21年　
    ９月30日

自　平成22年　 　
    ７月１日 
至　平成22年　
    ９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) 7,475 11,839 4,030 6,951 16,465

経常利益又は経常損失
(△)

(百万円) △1,312 △55 △493 77 △2,303

四半期純利益又は
四半期(当期)純損失(△)

(百万円) △1,323 △71 △516 75 △2,347

純資産額 (百万円) ― ― 20,570 19,525 19,579

総資産額 (百万円) ― ― 33,322 35,877 35,058

１株当たり純資産額 (円) ― ― 976.69 925.92 928.63

１株当たり四半期純利益
金額又は四半期(当期)
純損失金額(△)

(円) △63.16 △3.41 △24.64 3.62 △112.04

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 (％) ― ― 61.4 54.1 55.5

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 796 △439 ― ― 919

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △288 △28 ― ― △757

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 864 △403 ― ― 505

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) ― ― 6,716 5,064 6,029

従業員数 (名) ― ― 719 788 736

(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)純利益金額(第54期第２四半期連結累計期間及び同会計期間、第55期

第２四半期連結累計期間並びに第54期)についてはいずれも１株当たり四半期(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。また、第55期第２四半期連結会計期間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。
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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) 連結会社の状況

平成22年９月30日現在

従業員数(名) 788

(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９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27名は含まず、連結子会社からの出向者41名を含んでおります。

３　嘱託・パートタイマー41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 4,499 ―

アメリカ地域 ― ―

アジア地域 230 ―

合計 4,730 ―

(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２四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 4,405 ― 3,439 ―

アメリカ地域 1,447 ― 900 ―

アジア地域 2,732 ― 2,382 ―

合計 8,585 ― 6,722 ―

(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２四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 3,708 ―

アメリカ地域 1,150 ―

アジア地域 2,092 ―

合計 6,951 ―

(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２四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。

　

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２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、世界的な金融危機に起因する急激な落ち込みから

回復基調にあるものの、欧米の景気回復の遅れや、慢性的なデフレ等を背景に国内需要の回復の先行きに

翳りが見られるなどの不透明感から、企業の設備投資は依然として低い水準で推移しました。

当社グループが所属する射出成形機業界におきましても、東南アジアを中心とする堅調な新興国経済

を背景に輸出・生産は共に増加しましたが、急激な円高の影響から企業収益を圧迫するなど厳しい経営

環境が継続しました。

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

高が海外を中心に回復したことにより売上高合計は69億５千１百万円（前年同四半期比72.5％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50億４千６百万円（前年同四半期比97.6％

増）と大幅に回復したことに伴い、周辺機器売上高が４億８千２百万円（同50.9％増）、部品売上高が11

億４百万円（同29.2％増）、金型等の売上高が３億１千８百万円（同5.6％増）と夫々増加いたしまし

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は３億１千９百万円

（前年同四半期実績は営業損失４億１千５百万円）と大幅に増加いたしました。しかしながら、急激な円

高による為替差損２億７千１百万円を計上したことなどにより、経常利益は７千７百万円（前年同四半

期実績は経常損失４億９千３百万円）となり、これらの結果、四半期純利益は７千５百万円（前年同四半

期実績は四半期純損失５億１千６百万円）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

自動車関連では、政府の政策効果縮小等から減産傾向にありますが、ＯＡ通信・電子部品にやや持ち直

しの傾向が見られ、また、日用品・雑貨関連で比較的安定した受注があったこと等から売上高（外部売上

高）は37億８百万円、営業利益は３億４千１百万円となりました。

②アメリカ地域

医療分野関連では、昨年の設備更新凍結の影響から受注が増加したこと、またコネクターなど自動車部

品関連で需要が持ち直し傾向にあること等から売上高（外部売上高）は11億５千万円、営業利益は６千

４百万円となりました。
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③アジア地域

タイ、ベトナム、インドネシアを中心とした東南アジアでは、自動車関連をはじめとして、ＯＡ通信・雑

貨等の需要が比較的好調であったこと、また、中国をはじめとした東アジア市場も堅調であったこと等か

ら売上高（外部売上高）は20億９千２百万円となりましたが、円高の影響による売上原価の上昇等を要

因に、営業損失は１千９百万円となりました。

　
(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１四半期連結会計期間末比６億５千７百万円増加し、

358億７千７百万円となりました。主たる増加要因は、売上高増加に伴う受取手形及び売掛金の増加８億

５千３百万円および仕掛品の増加５億４千３百万円であり、主たる減少要因は、商品及び製品の減少４億

４千万円および現金及び預金の減少１億９千万円であります。

負債合計は、第１四半期連結会計期間末比３億８千７百万円増加し、163億５千１百万円となりました。

主たる増加要因は、仕入高増加による支払手形及び買掛金の増加５億９千４百万円であり、主たる減少要

因は、短期借入金の減少３億３百万円であります。

純資産合計は、第１四半期連結会計期間末比２億６千９百万円増加し、195億２千５百万円となりまし

た。主たる増加要因は、売上高増加に伴う利益剰余金の増加７千５百万円および為替換算調整勘定の増加

額１億９千７百万円であります。

　
(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２四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８千６百万円（前年同四半

期実績は６億５百万円）となりました。このうち、キャッシュ・インの主たる要因は、仕入高の増加に伴

う仕入債務の増加額９億５千４百万円および税金等調整前四半期純利益の増加額１億１千３百万円であ

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額10億３千１百万円およびた

な卸資産の増加額１億４百万円であります。
　

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四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△７百万円（前年同四半期

実績は△１億５千９百万円）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２千４百万円および無形固定資産の取得による支出２千２百万円であります。
　

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四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、△２億３千６百万円（前

年同四半期実績は７千４百万円）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、短期借

入金の減少額１億１千６百万円およびファイナンス・リース債務の返済による支出７千５百万円であり

ます。
　

これらの結果、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１億９千万円減少し、50億６千４百万円となりました。
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(4) 研究開発活動

当第２四半期連結会計期間の研究開発費は４千９百万円であります。

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。

　

(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、海外市場を中心に需要は回復基調にあるものの、国内市場、中国を中

心としたアジア市場は先行きが不透明であり、依然として予断を許さない状況にあります。また、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、今後とも、海外部材調達の拡大をはじめとするコストダウン施策の実

施、国内外の販売・サービス体制の整備、市場ニーズを的確に捉えた新機種の開発、中国生産の拡大等を

進めてまいります。

　

(6) 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。
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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22年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年11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) 【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９月30日 ― 22,272,000 ― 5,362 ― 5,342
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(6) 【大株主の状況】

　 　 平成22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

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 1,138 5.11

島　　喜　治 長野県上田市 1,110 4.98

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１-８-11 559 2.51

室　賀　順　吉 長野県上田市 467 2.10

垂　澤　孝　典 長野県長野市 460 2.07

日精エー・エス・ビー機械
株式会社

長野県小諸市4586-３ 440 1.98

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 421 1.89

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１-３-３ 398 1.79

計 ― 7,876 35.37

(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。

　

EDINET提出書類

日精樹脂工業株式会社(E01695)

四半期報告書

10/29



　

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成22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

1,321,500
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

20,948,300
209,483 ―

単元未満株式
普通株式

2,200
― ―

発行済株式総数        22,272,000― ―

総株主の議決権 ― 209,483 ―

(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22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

1,321,500 ― 1,321,5005.93

計 ― 1,321,500 ― 1,321,5005.93

(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 ７月 ８月 ９月

最高(円) 341 330 300 280 259 244

最低(円) 295 268 255 239 201 205

(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２四半期連結会計期間(平成21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び前第２四半期連結

累計期間(平成21年４月１日から平成21年９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２四半期連結会計期間(平成22年７月１日から平成22年９月30日まで)及び当第２四半期連結累計期間

(平成22年４月１日から平成22年９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２四半期連結会計期間(平成21年７月１

日から平成21年９月30日まで)及び前第２四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年９月30日ま

で)に係る四半期連結財務諸表並びに当第２四半期連結会計期間(平成22年７月１日から平成22年９月30日

まで)及び当第２四半期連結累計期間(平成22年４月１日から平成22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22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,468 6,433

受取手形及び売掛金 8,953 7,905

商品及び製品 3,631 3,445

仕掛品 1,490 722

原材料及び貯蔵品 2,769 2,799

その他 3,115 2,816

貸倒引当金 △155 △188

流動資産合計 25,274 23,934

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1
 3,001

※1
 3,128

機械装置及び運搬具（純額） ※1
 481

※1
 548

土地 4,342 4,355

その他 ※1
 999

※1
 1,079

有形固定資産合計 8,824 9,111

無形固定資産 964 1,103

投資その他の資産

投資有価証券 617 707

その他 235 264

貸倒引当金 △39 △62

投資その他の資産合計 813 909

固定資産合計 10,603 11,123

資産合計 35,877 35,058

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 7,356 6,272

短期借入金 2,128 2,509

未払法人税等 25 54

引当金 218 171

その他 1,812 1,445

流動負債合計 11,541 10,453

固定負債

長期借入金 585 675

退職給付引当金 2,457 2,368

引当金 192 221

その他 1,574 1,761

固定負債合計 4,810 5,026

負債合計 16,351 15,479
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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 9,754 9,825

自己株式 △824 △824

株主資本合計 19,781 19,852

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 86 139

為替換算調整勘定 △469 △536

評価・換算差額等合計 △383 △397

少数株主持分 127 123

純資産合計 19,525 19,579

負債純資産合計 35,877 35,058
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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）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年９月30日)

売上高 7,475 11,839

売上原価 6,409 8,763

売上総利益 1,066 3,076

販売費及び一般管理費 ※1
 2,352

※1
 2,725

営業利益又は営業損失（△） △1,286 350

営業外収益

受取利息 21 15

受取配当金 7 7

助成金収入 167 －

その他 78 94

営業外収益合計 274 117

営業外費用

支払利息 56 56

為替差損 244 461

その他 0 5

営業外費用合計 301 522

経常損失（△） △1,312 △55

特別利益

固定資産売却益 2 36

貸倒引当金戻入額 1 18

特別利益合計 3 55

特別損失

固定資産売却損 3 0

固定資産廃棄損 1 0

投資有価証券評価損 1 －

関係会社株式評価損 5 －

特別損失合計 12 0

税金等調整前四半期純損失（△） △1,321 △0

法人税等 ※2
 △3

※2
 62

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △62

少数株主利益 5 8

四半期純損失（△） △1,323 △71
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間
(自 平成21年７月１日
　至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成22年７月１日
　至 平成22年９月30日)

売上高 4,030 6,951

売上原価 3,252 5,226

売上総利益 777 1,725

販売費及び一般管理費 ※1
 1,193

※1
 1,405

営業利益又は営業損失（△） △415 319

営業外収益

受取利息 12 8

受取配当金 0 0

助成金収入 120 －

その他 32 51

営業外収益合計 166 60

営業外費用

支払利息 28 28

為替差損 215 271

その他 0 3

営業外費用合計 244 303

経常利益又は経常損失（△） △493 77

特別利益

固定資産売却益 2 36

特別利益合計 2 36

特別損失

固定資産売却損 0 0

固定資産廃棄損 1 0

投資有価証券評価損 1 －

関係会社株式評価損 5 －

特別損失合計 9 0

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（△）

△499 113

法人税等 ※2
 13

※2
 34

少数株主損益調整前四半期純利益 － 79

少数株主利益 3 3

四半期純利益又は四半期純損失（△） △516 75
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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２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22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（△） △1,321 △0

減価償却費 446 424

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3 △47

賞与引当金の増減額（△は減少） － 0

退職給付引当金の増減額（△は減少） 105 89

受取利息及び受取配当金 △28 △22

支払利息 56 56

助成金収入 △167 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,343 △1,396

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,665 △1,099

未収消費税等の増減額（△は増加） 263 △37

仕入債務の増減額（△は減少） △1,726 1,378

その他 106 280

小計 739 △373

利息及び配当金の受取額 28 23

利息の支払額 △57 △57

助成金の受取額 128 －

法人税等の支払額 △42 △32

営業活動によるキャッシュ・フロー 796 △439

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 △47 △33

無形固定資産の取得による支出 △159 △25

その他 22 30

投資活動によるキャッシュ・フロー △288 △28

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） 89 △163

長期借入金の返済による支出 － △89

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 △132 △150

財務活動によるキャッシュ・フロー 864 △403

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 △91

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,371 △964

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
 6,716

※1
 5,064
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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22年４月１日 至 平成22年９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
　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。
　これによる第２四半期連結累計期間の営業利益、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２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日 至 平成22年９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２四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。

　
当第２四半期連結会計期間

(自 平成22年７月１日 至 平成22年９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２四半期連結会計期間では、「少数

株主損益調整前四半期純利益」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２四半期連結会計期間末
(平成22年９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

12,189百万円

※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
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(四半期連結損益計算書関係)

第２四半期連結累計期間

前第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22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 823百万円

　　退職給付費用 130

　　製品保証引当金繰入額 14

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

　　給料諸手当 889百万円

　　賞与引当金繰入額 43

　　退職給付費用 135

　　製品保証引当金繰入額 79

※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。

　

第２四半期連結会計期間

前第２四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成22年７月１日
至　平成22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 407百万円

　　退職給付費用 65

　　製品保証引当金繰入額 9

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

　　給料諸手当 448百万円

　　賞与引当金繰入額 22

　　退職給付費用 70

　　製品保証引当金繰入額 47

※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２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年９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９月30日現在）

現金及び預金 6,820百万円

預入期間が３か月超の定期預金 △104

現金及び現金同等物 6,716

※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９月30日現在）

現金及び預金 5,468百万円

預入期間が３か月超の定期預金 △404

現金及び現金同等物 5,064
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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22年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間(自　平成22年４月１日

　至　平成22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) 1,321,514

　
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２四半期連結会計期間(自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日)及び前第２四半期連結累計期

間(自　平成21年４月１日　至　平成21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２四半期連結会計期間(自  平成21年７月１日  至  平成21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

2,669 655 705 4,030 ― 4,030

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

1,026 0 ― 1,026 (1,026) ―

計 3,695 655 705 5,056 (1,026) 4,030

営業費用 3,969 738 778 5,486 (1,040) 4,445

営業利益又は営業損失(△) △273 △83 △73 △429 14 △415

(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　　

　

前第２四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21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

4,606 1,231 1,637 7,475 ― 7,475

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

1,985 0 ― 1,985 (1,985) ―

計 6,591 1,232 1,637 9,461 (1,985) 7,475

営業費用 7,740 1,354 1,707 10,801(2,039) 8,762

営業利益又は営業損失(△) △1,148 △121 △69 △1,340 54 △1,286

(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２四半期連結会計期間(自  平成21年７月１日  至  平成21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) 676 1,150 35 1,861

Ⅱ　連結売上高(百万円) ― ― ― 4,030

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

16.8 28.5 0.9 46.2

(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

　

前第２四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21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) 1,367 2,554 81 4,003

Ⅱ　連結売上高(百万円) ― ― ― 7,475

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

18.3 34.2 1.1 53.6

(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、ブラジル
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【セグメント情報】

(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摘要指針」(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及び現地

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」及び「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２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９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 6,546 2,055 3,238 11,839

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

4,929 2 334 5,267

計 11,476 2,058 3,572 17,107

セグメント利益又は損失(△) 371 105 △25 451

　

当第２四半期連結会計期間(自  平成22年７月１日 至 平成22年９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 3,708 1,150 2,092 6,951

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

2,552 0 174 2,726

計 6,260 1,150 2,266 9,678

セグメント利益又は損失(△) 341 64 △19 386
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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)

当第２四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日)

　 (単位：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 451

セグメント間取引消去 △101

四半期連結損益計算書の営業利益 350

　

当第２四半期連結会計期間(自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日)

　 (単位：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 386

セグメント間取引消去 △66

四半期連結損益計算書の営業利益 319

　

(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)

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。

　

(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、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。
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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22年９月30日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

　 　

　 925.92円
　

　 　

　 928.63円
　

　

(注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
当第２四半期連結会計期間末
（平成22年９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) 19,525 19,579

普通株式に係る純資産額　　　　　　(百万円) 19,398 19,455

差額の主な内訳　　　　　　　　　　(百万円) 　 　

　少数株主持分 127 123

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株当たり四半期純利益金額等

第２四半期連結累計期間

前第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日)

１株当たり四半期純損失(△) △63.16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(△) △3.41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２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22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)

△1,323 △71

普通株式に係る四半期純損失(△)　　　(百万円) △1,323 △71

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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第２四半期連結会計期間

　

前第２四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日)

１株当たり四半期純損失(△) △24.64円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ―
　

１株当たり四半期純利益 3.62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、前第２四半期連結会計期間は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。また、当第２半期連結会計期間は潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

２．１株当たり四半期純利益又は四半期純損失の算定上の基礎

項目
前第２四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益
又は四半期純損失(△)　　　　　　　　(百万円)

△516 75

普通株式に係る四半期純利益
又は四半期純損失(△)　　　　　　　　(百万円)

△516 75

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11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２四半期連結会計期間

(平成21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21

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

21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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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成22年11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　　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２四半期連結会計期間

(平成22年７月１日から平成22年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22

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

22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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