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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7月1日～平成20年9月30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 2,587 ― 306 ― 307 ― 122 ―

20年6月期第1四半期 1,724 54.7 99 ― 87 ― 22 ―

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 17.63 ―

20年6月期第1四半期 3.17 ―

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 12,699 7,090 54.3 991.20
20年6月期 12,443 7,094 55.8 998.00

（参考） 自己資本   21年6月期第1四半期  6,896百万円 20年6月期  6,944百万円

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 ― ― ― 15.00 15.00
21年6月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年6月期（予想） ――― ― ― 15.00 15.00

3.  平成21年6月期の連結業績予想（平成20年7月1日～平成21年6月30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 5,040 24.1 525 27.1 530 34.9 245 79.0 35.21
通期 9,495 12.2 870 △0.4 895 16.7 430 81.4 61.80

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．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．上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。  

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 無

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  6,959,600株 20年6月期  6,959,600株

② 期末自己株式数 21年6月期第1四半期  1,600株 20年6月期  1,600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  6,958,000株 20年6月期第1四半期  6,958,000株
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【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 

 当第１四半期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市場の混乱や、

原油価格・原材料価格の不安定な動向、円高、株式相場の急落や雇用の悪化等により、輸出、生産の減少で企業

の設備投資に慎重な姿勢が見られ、先行きの景気悪化が懸念されます。 

 こうした状況下、国内外の設備投資需要に一服感はあるものの、当社グループは産業機械事業において国内向

け基板プレス、建材機械事業において海外向け合板プレスを中心に売上高、利益とも順調に推移し、ＥＤＬＣ事

業においても販売数量の拡大を図ることができました。 

 この結果、当第１四半期の連結業績は、売上高 2,587 百万円（前年同期比 50.0％増）、売上高増加に伴う売上

総利益の増加により、営業利益 306 百万円（前年同期比 207.8％増）、経常利益 307 百万円（前年同期比 250.5％

増）、四半期純利益 122 百万円（前年同期比 456.7％増）となりました。 

 なお、前年同四半期増減率は、参考として記載しております。 

 事業別の状況は次のとおりであります。 

（産業機械事業） 

 国内向け基板プレスの、売上高、利益が増加したことにより、売上高 1,120 百万円、営業利益 136 百万円と

なりました。 

（建材機械事業） 

 海外向け合板プレスの売上高、利益が増加したことにより、売上高 532 百万円、営業利益は 181 百万円とな

りました。 

（ＦＡシステム事業） 

 期初の受注残を順調に消化したことにより、売上高 364 百万円、営業利益 35 百万円となりました。 

（ソーラーシステム事業） 

 安定した材料の調達や歩留まりの向上に努めたことにより、売上高 362 百万円、営業利益 18 百万円となり

ました。 

（ＥＤＬＣ事業） 

 中国向け拡販で販売数量が拡大したことにより、売上高 163 百万円となりましたが、利益計上には至らず、

営業損失 49 百万円となりました。 

（その他の事業） 

 国内向け油圧機器は順調に推移しており、売上高 44 百万円、営業利益８百万円となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

（資 産） 

 第１四半期の総資産は 12,699 百万円となり、前連結会計年度末に比べて 255 百万円の増加となりました。

これは、主に受取手形及び売掛金が 808 百万円の増加と、現金及び預金 260 百万円、たな卸資産 142 百万円、

固定資産 138 百万円の減少によるものであります。 

（負 債） 

 負債は 5,608 百万円となり、前連結会計年度末に比べて 259 百万円の増加となりました。これは、主に短期

借入金 275 百万円の増加によるものであります。 

（純資産） 

 少数株主持分を含めた純資産は7,090百万円となり、前連結会計年度末に比べて４百万円の減少となりました。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は 1,879 百万円となり、

前連結会計年度末に比べ 260 百万円の減少となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果、使用した資金は 372 百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益 306 百

万円、減価償却費 102 百万円、たな卸資産の減少 142 百万円、前受金 128 百万円等の増加と、売上債権の増

加 808 百万円、法人税等の支払 369 百万円等の減少によるものであります。 

（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 26 百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出 30

百万円等の減少によるものであります。 
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（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果、得られた資金は 138 百万円となりました。これは主に短期借入金による収入 275 百万円

の増加と、長期借入金の返済による支出 21 百万円、配当金の支払額 104 百万円等の減少によるものであり

ます。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 平成 20 年８月 21 日発表の中間及び通期の業績予想に変更はありません。 

 

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） 

   該当事項はありません。 

 

 (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 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと

認められるため、前連結会計期間末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

②たな卸資産の評価方法 

 当第１四半期連結会計期間末の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度末の実地たな卸高

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。 

③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。 

④税金費用の計算 

 当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半

期純利益に当該見積実効税率を乗じて算定する方法を採用しております。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

 

 (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 

① 四半期財務諸表に関する会計基準の適用 
 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 たな卸資産の評価基準及び評価方法 
 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として個別法による原価法によっておりまし

たが、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」（企業会計基準第９号 平成 18

年７月５日）が適用されたことに伴い、主として個別法による原価法（貸借対照表額については収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。これによる損益に与える影響は軽微であります。 

 
 (4) 追加情報 

   有形固定資産の耐用年数の変更 

 当社及び国内連結子会社は、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機械装置の法

定耐用年数の変更を契機として見直しを行い、耐用年数の短縮を行っております。これによる損益に与える影

響は軽微であります。 
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５．四半期連結財務諸表 
（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30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30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,779,425 2,040,111

受取手形及び売掛金 4,073,646 3,265,041

有価証券 100,000 100,000

製品 72 206,021

原材料 284,148 253,365

仕掛品 1,440,220 1,407,737

その他 238,791 249,220

貸倒引当金 △6,501 △6,108

流動資産合計 7,909,804 7,515,389

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,228,421 1,251,128

土地 1,612,607 1,612,607

その他（純額） 1,027,268 1,076,835

有形固定資産合計 3,868,297 3,940,572

無形固定資産 9,369 7,579

投資その他の資産   

その他 936,124 1,022,211

貸倒引当金 △24,394 △42,054

投資その他の資産合計 911,729 980,156

固定資産合計 4,789,396 4,928,308

資産合計 12,699,201 12,443,698

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,253,127 2,233,538

短期借入金 865,000 590,000

1年内返済予定の長期借入金 585,800 585,800

未払法人税等 134,868 370,933

賞与引当金 103,270 40,230

役員賞与引当金 5,500 5,500

製品保証引当金 13,160 12,240

受注損失引当金 2,881 －

その他 1,123,793 978,079

流動負債合計 5,087,401 4,816,322

固定負債   

長期借入金 48,300 69,750

退職給付引当金 253,383 246,300

役員退職慰労引当金 219,780 216,900

固定負債合計 521,463 532,950

負債合計 5,608,864 5,349,272

－ 4 －

北川精機株式会社(6327)　平成21年6月期　第１四半期決算短信



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20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20年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,250,830 1,250,830

資本剰余金 1,256,565 1,256,565

利益剰余金 4,349,533 4,331,225

自己株式 △1,050 △1,050

株主資本合計 6,855,878 6,837,570

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 40,923 106,514

評価・換算差額等合計 40,923 106,514

少数株主持分 193,534 150,340

純資産合計 7,090,336 7,094,425

負債純資産合計 12,699,201 12,443,698
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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７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 2,587,678

売上原価 2,030,505

売上総利益 557,172

販売費及び一般管理費 250,455

営業利益 306,717

営業外収益  

受取利息 1,365

受取配当金 363

作業屑売却益 2,656

その他 1,912

営業外収益合計 6,297

営業外費用  

支払利息 4,005

持分法による投資損失 1,172

その他 52

営業外費用合計 5,230

経常利益 307,785

特別利益  

貸倒引当金戻入額 371

特別利益合計 371

特別損失  

固定資産売却損 674

固定資産除却損 552

貸倒引当金繰入額 270

特別損失合計 1,497

税金等調整前四半期純利益 306,659

法人税等 130,387

少数株主利益 53,593

四半期純利益 122,678
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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７月１日 
 至 平成20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利益 306,659

減価償却費 102,147

賞与引当金の増減額（△は減少） 63,040

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,082

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,880

貸倒引当金の増減額（△は減少） 279

受取利息及び受取配当金 △1,729

支払利息 4,005

為替差損益（△は益） 616

持分法による投資損益（△は益） 1,172

固定資産売却損益（△は益） 674

固定資産除却損 552

売上債権の増減額（△は増加） △808,604

たな卸資産の増減額（△は増加） 142,683

仕入債務の増減額（△は減少） 19,589

前受金の増減額（△は減少） 128,161

未払金の増減額（△は減少） 14,247

その他 15,197

小計 △1,344

利息及び配当金の受取額 1,729

利息の支払額 △3,775

法人税等の支払額 △369,262

営業活動によるキャッシュ・フロー △372,653

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 △30,769

有形固定資産の売却による収入 450

無形固定資産の取得による支出 △2,869

投資有価証券の取得による支出 △637

貸付金の回収による収入 4,500

その他の支出 △1,773

その他の収入 4,904

投資活動によるキャッシュ・フロー △26,195

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 375,000

短期借入金の返済による支出 △100,000

長期借入金の返済による支出 △21,450

配当金の支払額 △104,370

少数株主への配当金の支払額 △10,400

財務活動によるキャッシュ・フロー 138,780

現金及び現金同等物に係る換算差額 △616

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △260,685

現金及び現金同等物の期首残高 2,140,111

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,879,425
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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。 
 

(4) 継続企業の前提に関する注記 

  該当事項はありません。 
 

(5) セグメント情報 

 ａ.事業の種類別セグメント情報 

   当第１四半期連結累計期間（自 平成 20 年７月１日 至 平成 20 年９月 30 日）      （単位：千円） 

 
産業機械 
事  業 

建材機械 
事  業 

ＦＡｼｽﾃﾑ
事  業

ｿｰﾗｰｼｽﾃﾑ
事  業

ＥＤＬＣ
事  業

その他の
事  業

計 
消去又は 
全  社 

連 結

売 上 高 

(1)外部顧客に対する

売上高 

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 

1,120,037 
 

2,790 

532,031 
 

－ 

364,265

－

362,565

－

163,944

－

44,833

21,262

2,587,678 
 

24,053 

 
－ 

 
( 24,053)

2,587,678

－

計 1,122,828 532,031 364,265 362,565 163,944 66,096 2,611,731 ( 24,053) 2,587,678

営業利益又は営業損失(△) 136,486 181,496 35,549 18,113 △49,685 8,879 330,839 ( 24,122) 306,717

(注) １．事業区分の方法 

事業区分は、内部管理上採用している区分をベースに、事業の種類・性質等の類似性を考慮して区分

しております。 

     ２．各区分に属する主要な製品 

事 業 区 分 主 要 製 品 

産 業 機 械 事 業 基板プレス、新素材プレス  

建 材 機 械 事 業 合板プレス、合板機械 

Ｆ Ａ シ ス テ ム 事 業 ＦＡ機械、搬送機械  

ソ ー ラ ー シ ス テ ム 事 業 太陽光発電用シリコンウェハー  

Ｅ Ｄ Ｌ Ｃ 事 業 電気二重層キャパシタ 

そ の 他 の 事 業 油圧機器等 
 

 ｂ.所在地別セグメント情報 

 当第１四半期連結累計期間（自 平成 20 年７月１日 至 平成 20 年９月 30 日）において、在外連結子会

社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 
 

 ｃ.海外売上高 

   当第１四半期連結累計期間（自 平成 20 年７月１日 至 平成 20 年９月 30 日）      （単位：千円） 

 アジア その他 計 

Ⅰ海外売上高 

Ⅱ連結売上高 

Ⅲ海外売上高の連結 
 売上高に占める割合 

875,440 

－ 

 
33.8％ 

504,507 

－ 

 
19.5％ 

1,379,947 

2,587,678 

 
53.3％ 

(注) １．国又は地域の区分の方法は、地理的近接度により区分しております。 

   ２．各区分に属する主な国又は地域は、次のとおりであります。 

アジア-------台湾、中国 

   ３．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。 

 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

  該当事項はありません。 
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「参考資料」 
 前四半期に係る財務諸表等 
  （要約）四半期連結損益計算書 

（単位：千円） 

前年同四半期  

（平成20年６月期第１四半期） 

金  額 

Ⅰ 売上高 1,724,576 

Ⅱ 売上原価 1,404,067 

売上総利益 320,508 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 220,871 

営業利益 99,637 

Ⅳ 営業外収益 5,396 

Ⅴ 営業外費用 17,222 

経常利益 87,811 

Ⅵ 特別利益 4,609 

Ⅶ 特別損失 613 

税金等調整前四半期純利益 91,808 

税金費用 46,839 

少数株主利益 22,930 

四半期純利益 22,037 
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