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1.  平成21年6月期第1四半期の連結業績（平成20年6月21日～平成20年9月20日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年6月期第1四半期 1,182 ― 46 ― 35 ― △113 ―
20年6月期第1四半期 1,603 4.3 223 △13.3 205 △19.5 121 △22.1

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益
円 銭 円 銭

21年6月期第1四半期 △16.53 ―
20年6月期第1四半期 17.31 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年6月期第1四半期 8,499 5,043 59.3 739.40
20年6月期 9,256 5,319 57.5 779.86

（参考） 自己資本   21年6月期第1四半期  5,043百万円 20年6月期  5,319百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年6月期 ― 17.00 ― 17.00 34.00
21年6月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年6月期（予想） ――― 17.00 ― 17.00 34.00

3.  平成21年6月期の連結業績予想（平成20年6月21日～平成21年6月20日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期連結累計期間 3,103 ― 379 ― 360 ― 146 ― 21.37
通期 6,753 0.4 974 1.4 943 3.5 555 12.1 81.49

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】4.その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（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されるもの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】4.その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成20年８月１日発表の通期連結業績予想を修正しておりません。上記の業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び合理的であ
ると判断する一定の前提に基づいており、今後の経済情勢等の変化により、実際の業績は予想値と異なる結果となる場合があります。なお、上記業績予想に関する事項
は、２ページをご覧ください。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用第14号)
を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年6月期第1四半期  7,028,000株 20年6月期  7,028,000株
② 期末自己株式数 21年6月期第1四半期  207,142株 20年6月期  207,142株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年6月期第1四半期  6,892,358株 20年6月期第1四半期  7,027,896株
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当第１四半期連結会計期間における我が国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的
な金融資本市場の混乱や、為替市場の変動、エネルギー・資源価格の高騰等が、消費者心理の悪化に響
き、景気の先行きに減速感が増してまいりました。 

工作機械業界におきましても、国内外の景気減速を反映し、堅調に推移しておりました受注環境にも変
化が現れ、業界全体の月次受注額は、依然１,000億円を超える比較的高いレベルを維持しているものの、
ユーザーの設備投資意欲は急速に冷え込み、工作機械の需要は内外需ともに調整局面から、下降局面へと
転じてまいりました。 

このような状況下、当社グループにおきましては、基本理念である「顧客第一主義」を大前提に、全社
各部門が連携を強め、既存新製品４機種の早期製品化や、先進国や新興国に対する海外グローバル成長の
実現に努めることで受注の喚起を図ってまいりました。 

一方、生産面では更なる生産性の向上を目標に掲げ、生産時間の短縮や社外工程の内製化を推進すると
ともに、固定経費の圧縮を行う等、一層の原価低減に注力してまいりましたが、個人消費の低迷等から、
精密電子部品関連及び自動車関連設備の停滞が顕著となり、受注環境はより厳しさを増し、売上高は当初
想定の域を脱することなく推移いたしました。 

この結果、売上高は1,182百万円、営業利益は46百万円、経常利益は35百万円となり、たな卸資産の評
価損等の影響から、四半期純損失は113百万円となりました。 

  

(1) 資産、負債及び純資産の状況 
① 資産 
 総資産は、前連結会計年度末に比べ757百万円減少し、8,499百万円となりました。これは、主とし
て現金及び預金が194百万円増加し、受取手形及び売掛金が886百万円減少したことなどによります。 
② 負債 
 負債は、前連結会計年度末に比べ481百万円減少し、3,455百万円となりました。これは、主として
短期借入金が300百万円、１年内償還予定の社債が100百万円、未払法人税等が115百万円、役員退職慰
労引当金が193百万円減少し、長期未払金が139百万円増加したことなどによります。 
③ 純資産 
 純資産合計は、前連結会計年度末に比べ275百万円減少し、5,043百万円となりました。これは、主
として利益剰余金が229百万円減少したことなどによります。 

(2) キャッシュ・フローの状況 
 当第１四半期末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ
144百万円増加し、754百万円となりました。 
 当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであ
ります。 
① 営業活動によるキャッシュ・フロー 
 営業活動の結果得られた資金は、769百万円となりました。 
 収入の主な内訳は、売上債権の減少922百万円及び長期未払金の増加139百万円等であり、支出の主
な内訳は、役員退職慰労引当金の減少193百万円及び法人税等の支払額119百万円等であります。 
② 投資活動によるキャッシュ・フロー 
 投資活動の結果使用した資金は、71百万円となりました。 
 これは主として、定期預金の預入れによる支出50百万円及び有形固定資産の取得による支出18百万
円等であります。 
③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 
 財務活動の結果使用した資金は、562百万円となりました。 
 収入の内訳は、短期借入れによる収入100百万円等であり、支出の内訳は、短期借入金の返済による
支出400百万円、社債の償還による支出100百万円及び配当金の支払額115百万円等であります。 
  

平成21年６月期の業績予想につきましては、本日発表の「特別損失の計上に関するお知らせ」のとお
り、たな卸資産評価損119百万円を特別損失として計上いたしましたが、期初に想定していた範囲内であ
り、平成20年８月１日に公表いたしました第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想ならびに個別
業績予想への影響はありません。 

  

・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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 該当事項はありません。 
  

① 棚卸資産の評価方法 
 当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の
実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

② 固定資産の減価償却費の算定方法 
 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定す
る方法によっております。 

  

① 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務
諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四
半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

② 当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18
年７月５日 企業会計基準第９号)を適用し、評価基準については、原価法から原価法(収益性の低下
による簿価切下げの方法)に変更しております。なお、この変更により従来の方法によった場合に比べ
て、税金等調整前四半期純損失が119,417千円増加しております。 

③ 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」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用しております。これによる営業利益、
経常利益及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。 

④ 当社の機械装置については、当第１四半期連結会計期間より、平成20年度の税制改正による法定耐
用年数の変更を機会に経済的使用可能予測期間を見直した結果、耐用年数の短縮を行っております。
これによる営業利益、経常利益及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。 

⑤ 役員退職慰労引当金については、従来、当社は役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰
労金規程に基づき、連結会計年度末要支給額を計上しておりましたが、当社開催の定時株主総会の日
をもって、役員報酬制度見直しの一環として役員退職慰労金制度を廃止したため、役員退職慰労引当
金全額を取崩し、59,260千円を「未払金」へ振り替えて流動負債の「その他」に、139,740千円を「長
期未払金」へ振替えて固定負債に表示しております。 

  

4. その他
(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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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：千円）

当第1四半期連結会計期間末 
(平成20年９月20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６月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,244,366 1,049,774

受取手形及び売掛金 1,751,881 2,638,766

商品 5,114 6,139

製品 42,537 90,302

原材料 904,330 682,810

仕掛品 1,118,302 1,309,697

貯蔵品 1,821 1,821

繰延税金資産 67,550 72,802

その他 108,438 65,092

貸倒引当金 △862 △966

流動資産合計 5,243,481 5,916,239

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,173,889 1,194,180

機械装置及び運搬具（純額） 460,506 452,722

土地 563,355 563,355

その他（純額） 110,119 110,574

有形固定資産合計 2,307,871 2,320,832

無形固定資産 13,890 14,233

投資その他の資産   

投資有価証券 558,643 648,298

繰延税金資産 251,814 233,814

その他 127,183 127,315

貸倒引当金 △3,877 △3,897

投資その他の資産合計 933,764 1,005,530

固定資産合計 3,255,525 3,340,596

資産合計 8,499,007 9,256,836
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（単位：千円）

当第1四半期連結会計期間末 
(平成20年９月20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６月20日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 415,511 379,492

短期借入金 1,400,000 1,700,000

1年内償還予定の社債 － 100,000

1年内返済予定の長期借入金 151,920 161,920

未払法人税等 15,212 130,607

役員賞与引当金 5,625 22,500

その他 375,565 260,928

流動負債合計 2,363,834 2,755,447

固定負債   

社債 600,000 600,000

長期借入金 188,700 225,680

退職給付引当金 163,415 162,862

役員退職慰労引当金 － 193,547

長期未払金 139,740 －

固定負債合計 1,091,855 1,182,089

負債合計 3,455,689 3,937,537

純資産の部   

株主資本   

資本金 843,300 843,300

資本剰余金 881,244 881,244

利益剰余金 3,628,613 3,858,544

自己株式 △228,639 △228,639

株主資本合計 5,124,518 5,354,449

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △68,258 △13,551

為替換算調整勘定 △12,942 △21,598

評価・換算差額等合計 △81,201 △35,149

純資産合計 5,043,317 5,319,299

負債純資産合計 8,499,007 9,256,836
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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：千円）

当第1四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月21日 
 至 平成20年９月20日) 

売上高 1,182,964

売上原価 704,250

売上総利益 478,714

販売費及び一般管理費 431,787

営業利益 46,927

営業外収益  

受取利息 603

受取配当金 6,359

受取賃貸料 1,168

その他 1,262

営業外収益合計 9,393

営業外費用  

支払利息 11,674

為替差損 8,530

その他 243

営業外費用合計 20,448

経常利益 35,872

特別利益  

貸倒引当金戻入額 123

特別利益合計 123

特別損失  

固定資産除却損 139

たな卸資産評価損 119,417

特別損失合計 119,557

税金等調整前四半期純損失（△） △83,561

法人税、住民税及び事業税 7,045

法人税等調整額 23,368

法人税等合計 30,414

四半期純損失（△） △113,976
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

当第1四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月21日 
 至 平成20年９月20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（△） △83,561

減価償却費 70,497

退職給付引当金の増減額（△は減少） 552

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △193,547

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △16,875

貸倒引当金の増減額（△は減少） △123

受取利息及び受取配当金 △6,963

支払利息 11,674

固定資産除却損 26

売上債権の増減額（△は増加） 922,475

たな卸資産の増減額（△は増加） 18,664

仕入債務の増減額（△は減少） 44,298

長期未払金の増減額（△は減少） 139,740

その他の資産の増減額（△は増加） △32,821

その他の負債の増減額（△は減少） 22,893

小計 896,929

利息及び配当金の受取額 6,621

利息の支払額 △13,871

法人税等の支払額 △119,749

営業活動によるキャッシュ・フロー 769,930

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 △50,000

有形固定資産の取得による支出 △18,807

無形固定資産の取得による支出 △1,120

投資有価証券の取得による支出 △1,161

投資活動によるキャッシュ・フロー △71,088

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 100,000

短期借入金の返済による支出 △400,000

長期借入金の返済による支出 △46,980

社債の償還による支出 △100,000

配当金の支払額 △115,954

財務活動によるキャッシュ・フロー △562,934

現金及び現金同等物に係る換算差額 8,684

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 144,592

現金及び現金同等物の期首残高 609,774

現金及び現金同等物の四半期末残高 754,366
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

当第１四半期連結会計期間(自 平成20年６月21日 至 平成20年９月20日) 
 該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結会計期間(自 平成20年６月21日 至 平成20年９月20日) 
 該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前第１四半期に係る財務諸表等 

(要約)四半期連結損益計算書 

 
  

「参考資料」

科 目

前第１四半期連結累計期間
(自 平成19年６月21日

 至 平成19年９月20日)

金額(千円)

Ⅰ 売上高 1,603,292 

Ⅱ 売上原価 936,817 

  売上総利益 666,475 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 442,643 

   営業利益 223,832 

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 763 

 ２ 受取配当金 3,040 

 ３ 受取賃貸料 1,736 

 ４ その他 1,239 

  営業外収益合計 6,780 

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 10,577 

 ２ 社債発行費 11,301 

 ３ 為替差損 3,194 

 ４ その他 515 

  営業外費用合計 25,588 

   経常利益 205,023 

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産売却益 216 

 ２ 貸倒引当金戻入額 433 

  特別利益合計 650 

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却損 173 

  特別損失合計 173 

   税金等調整前四半期純利益 205,500 

   税金費用 83,813 

   四半期純利益 121,687 
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(要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 
  

区 分

前第１四半期連結累計期間
(自 平成19年６月21日

 至 平成19年９月20日)

金額(千円)

Ⅰ 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利益 205,500

  減価償却費 52,005

  のれん償却額 2,807

  退職給付引当金の増減額 542

  役員退職慰労引当金の増減額 5,511

  役員賞与引当金の増減額 △ 22,500

  貸倒引当金の増減額 △ 433

  受取利息及び受取配当金 △ 3,804

  支払利息 10,577

  固定資産売却益 △ 216

  固定資産除却損 173

  売上債権の増減額 253,755

  たな卸資産の増減額 △ 238,570

  仕入債務の増減額 △ 19,092

  その他資産の増減額 △ 17,033

  その他負債の増減額 62,445

        小 計 291,670

  利息及び配当金の受取額 3,188

  利息の支払額 △ 10,483

  法人税等の支払額 △ 332,437

  営業活動によるキャッシュ・フロー △ 48,063

Ⅱ 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 △ 23,729

  有形固定資産の売却による収入 317

  投資有価証券の取得による支出 △ 1,138

  投資活動によるキャッシュ・フロー △ 24,551

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

  短期借入れによる収入 300,000

  長期借入金の返済による支出 △ 105,480

  社債の発行による収入 600,000

  社債の償還による支出 △ 500,000

  自己株式の取得による支出 △ 13,115

  配当金の支払額 △ 105,419

  財務活動によるキャッシュフロー 175,985

Ⅳ.現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 10,297

Ⅴ.現金及び現金同等物の増減額 93,073

Ⅵ.現金及び現金同等物の期首残高 911,258

Ⅶ.現金及び現金同等物の四半期末残高 1,004,331
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 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品目別に示すと、次のとおりであります。 

    
   (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。 

   

 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品目別に示すと、次のとおりであります。 

    
   (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 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品目別に示すと、次のとおりであります。 

    
   (注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

   ２ 総販売実績の10％以上を占める販売顧客に該当するものはありません。 

  

6. その他の情報

生産、受注及び販売の状況

品目別 生産高(千円)

金型関連研削盤 502,101

切削工具関連研削盤 368,744

その他の機械 8,109

アフターサービス 212,757

合計 1,091,712

品目別 受注高(千円) 受注残高(千円)

金型関連研削盤 705,377 776,940

切削工具関連研削盤 16,281 643,020

その他の機械 41,859 40,200

アフターサービス 212,757 ―

合計 976,275 1,460,160

品目別 販売高(千円)

金型関連研削盤 531,067

切削工具関連研削盤 421,780

その他の機械 17,359

アフターサービス 212,757

合計 1,182,964
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