
平成21年6月期 第2四半期決算短信 
平成21年1月19日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 和井田製作所 上場取引所 JQ 
コード番号 6158 URL http://www.waida.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 和井田光生
問合せ先責任者 （役職名） 取締役総務部長 （氏名） 名和芳治 TEL 0577-32-0390

四半期報告書提出予定日 平成21年1月30日 配当支払開始予定日 平成21年2月27日

1.  平成21年6月期第2四半期の連結業績（平成20年6月21日～平成20年12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2四半期 2,498 ― 120 ― 92 ― △175 ―
20年6月期第2四半期 3,851 1.3 695 △4.0 662 △7.5 398 △6.4

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2四半期 △25.70 ―
20年6月期第2四半期 56.94 ―

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2四半期 8,487 4,945 58.3 725.13
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2四半期  4,945百万円 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 ― 10.00 ――― ――― ―――

21年6月期（予想） ――― ――― ― 10.00 20.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 4,520 △32.8 44 △95.4 2 △99.8 △47 ― △6.91

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 
・本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述につきましては、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【定性的情報・
財務諸表等】3.連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
・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。  

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2四半期  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2四半期  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2四半期  6,820,858株 20年6月期第2四半期  7,006,582株
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当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、サブプライムローン問題に端を発した世界的金融危
機に世界同時株安及び急激な円高等が重なり、短期間で実体経済に急激な悪化を引き起こしたことから、
景気減速が更に加速される深刻な状況となりました。 

工作機械業界におきましても、当第２四半期連結累計期間における国内外の景気はより一層の厳しさを
増しました。業界全体の月次受注額は、平成16年４月以降続いてきた連続1,000億円超えが平成20年10月
(53か月連続)でストップし、翌平成20年11月では600億円を割り込み、平成14年10月以来73か月ぶりの水
準となり、世界金融危機の景気減速をより鮮明に反映することとなりました。 

このような状況の下、当社グループは、対外的にはグローバル展開の一環として、東京ビックサイトで
開催された工作機械の世界三大見本市であるJIMTOF2008(日本国際工作機械見本市)に世界戦略製品を、東
南アジアの中核市場であるタイのバンコクで開催された工作機械展示会のMETALEX2008に金型関連機種を
それぞれ出品する等、積極的な営業展開を図ってまいりました。また、社内的には顧客第一主義を前提と
した大幅な社内組織改革を行うことで業務プロセスの見直しを図り、内部統制の充実に積極的に取り組む
とともに、固定費削減にも努めてまいりました。 

しかしながら、当社グループは、積極的な営業展開、生産の効率化及び固定費の圧縮等に努めてまいり
ましたが、世界的景気減速が重しとなり、売上高は2,498百万円と大幅に減少し、営業利益は120百万円、
経常利益は92百万円となり、たな卸資産の評価損や投資有価証券評価損等の影響から、四半期純損失は
175百万円となりました。 

  

(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769百万円減少し、8,487百万円となりました。これは、主とし
て現金及び預金が733百万円、原材料が232百万円増加し、受取手形及び売掛金が1,026百万円、仕掛品
が271百万円、投資有価証券が374百万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395百万円減少し、3,541百万円となりました。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130百万円、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373百万円減少し、4,945百万円となりました。これは、主
として利益剰余金が291百万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２四半期連結累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、前連結会計年

度末に比べ683百万円増加し、1,292百万円となりました。 
当第２四半期連結累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、1,249百万円となりました。 
収入の主な内訳は、減価償却費143百万円、投資有価証券評価損143百万円、売上債権の減少1,018百

万円、たな卸資産の減少101百万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、税金
等調整前四半期純損失157百万円、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143百万
円等であります。 
② 投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動の結果得られた資金は、68百万円となりました。 
支出の主な内訳は、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43百

万円等であり、収入の内訳は、投資有価証券の売却による収入164百万円であります。 
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、600百万円となりました。 
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。 
  

経営環境等を勘案して通期の業績予想の見直しを行い、平成20年８月１日発表の予想を修正いたしまし
た。詳細は、平成21年１月９日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

・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２四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 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 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、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、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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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２四半期連結会計期間末
(平成20年12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 1,782,907 1,049,774

受取手形及び売掛金 1,612,331 2,638,766

商品 4,616 6,139

製品 28,634 90,302

原材料 915,281 682,810

仕掛品 1,038,602 1,309,697

貯蔵品 1,821 1,821

繰延税金資産 188,529 72,802

その他 108,793 65,092

貸倒引当金 △871 △966

流動資産合計 5,680,647 5,916,239

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,152,409 1,194,180

機械装置及び運搬具（純額） 433,117 452,722

土地 563,355 563,355

その他（純額） 101,510 110,574

有形固定資産合計 2,250,393 2,320,832

無形固定資産 12,408 14,233

投資その他の資産   

投資有価証券 273,966 648,298

繰延税金資産 147,081 233,814

その他 126,930 127,315

貸倒引当金 △3,701 △3,897

投資その他の資産合計 544,277 1,005,530

固定資産合計 2,807,079 3,340,596

資産合計 8,487,726 9,256,836
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年12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 342,985 379,492

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 141,920 161,920

未払法人税等 86 130,607

役員賞与引当金 － 22,500

その他 533,054 260,928

流動負債合計 2,418,047 2,755,447

固定負債   

社債 600,000 600,000

長期借入金 160,720 225,680

退職給付引当金 223,232 162,862

役員退職慰労引当金 － 193,547

長期未払金 139,740 －

固定負債合計 1,123,692 1,182,089

負債合計 3,541,739 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 3,567,265 3,858,544

自己株式 △228,639 △228,639

株主資本合計 5,063,170 5,354,449

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △62,360 △13,551

為替換算調整勘定 △54,822 △21,598

評価・換算差額等合計 △117,183 △35,149

純資産合計 4,945,987 5,319,299

負債純資産合計 8,487,726 9,256,836
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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：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月21日 
 至 平成20年12月20日) 

売上高 2,498,165

売上原価 1,428,192

売上総利益 1,069,972

販売費及び一般管理費 949,156

営業利益 120,815

営業外収益  

受取利息 1,135

受取配当金 9,905

受取賃貸料 3,300

その他 5,745

営業外収益合計 20,087

営業外費用  

支払利息 21,730

為替差損 25,707

その他 487

営業外費用合計 47,926

経常利益 92,976

特別利益  

投資有価証券売却益 12,000

貸倒引当金戻入額 290

特別利益合計 12,290

特別損失  

固定資産除却損 707

投資有価証券評価損 143,083

たな卸資産評価損 119,417

特別損失合計 263,208

税金等調整前四半期純損失（△） △157,941

法人税、住民税及び事業税 14,091

法人税等調整額 3,291

法人税等合計 17,383

四半期純損失（△） △175,324
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月21日 
 至 平成20年12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（△） △157,941

減価償却費 143,141

退職給付引当金の増減額（△は減少） 60,369

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） △22,500

貸倒引当金の増減額（△は減少） △290

受取利息及び受取配当金 △11,041

支払利息 21,730

投資有価証券売却損益（△は益） △12,000

投資有価証券評価損益（△は益） 143,083

固定資産除却損 707

売上債権の増減額（△は増加） 1,018,988

たな卸資産の増減額（△は増加） 101,814

仕入債務の増減額（△は減少） △76,866

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） △33,678

その他の負債の増減額（△は減少） 281,042

小計 1,402,753

利息及び配当金の受取額 10,882

利息の支払額 △21,326

法人税等の支払額 △143,060

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,249,249

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 △43,083

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 △1,776

投資有価証券の売却による収入 164,000

投資活動によるキャッシュ・フロー 68,020

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 △84,960

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 △600,914

現金及び現金同等物に係る換算差額 △33,221

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 683,132

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 1,292,907
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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２四半期連結会計期間(自 平成20年９月21日 至 平成20年12月20日) 

  該当事項はありません。 

  

 当第２四半期連結累計期間(自 平成20年６月21日 至 平成20年12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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前年同四半期に係る財務諸表 

(1) 中間連結損益計算書 

 
  

「参考資料」

科 目

前中間連結会計期間
(自 平成19年６月21日

 至 平成19年12月20日)

金額(千円) 百分比
(％)

Ⅰ 売上高 3,851,429 100.0

Ⅱ 売上原価 2,181,815 56.6

  売上総利益 1,669,614 43.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費 974,283 25.3

   営業利益 695,330 18.1

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 1,452

 ２ 受取配当金 6,253

 ３ 受取賃貸料 3,959

 ４ その他 2,871 14,536 0.3

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 23,622

 ２ 社債発行費 11,301

 ３ 為替差損 8,429

 ４ その他 3,556 46,908 1.2

   経常利益 662,958 17.2

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産売却益 216

 ２ 貸倒引当金戻入額 447 663 0.0

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却損 242 242 0.0

   税金等調整前中間純利益 663,379 17.2

   法人税、住民税及び事業税 270,091

   法人税等調整額 △5,672 264,418 6.8

   中間純利益 398,961 10.4
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(2) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 
  

区 分

前中間連結会計期間
(自 平成19年６月21日

 至 平成19年12月20日)

金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

  税金等調整前中間純利益 663,379

  減価償却費 111,721

  のれん償却額 5,614

  退職給付引当金の増減額 26,129

  役員退職慰労引当金の増減額 6,944

  役員賞与引当金の増減額 △15,000

  貸倒引当金の増減額 △447

  受取利息及び受取配当金 △7,705

  支払利息 23,622

  固定資産売却益 △216

  固定資産除却損 242

  売上債権の増減額 △121,102

  たな卸資産の増減額 △49,536

  仕入債務の増減額 △82,529

  その他資産の増減額 11,384

  その他負債の増減額 23,361

        小 計 595,861

  利息及び配当金の受取額 8,019

  利息の支払額 △20,430

  法人税等の支払額 △332,915

  営業活動によるキャッシュ・フロー 250,535

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 △76,226

  有形固定資産の売却による収入 317

  無形固定資産の取得による支出 △1,320

  投資有価証券の取得による支出 △101,570

  投資活動によるキャッシュ・フロー △178,800

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 △210,960

  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 △157,949

  配当金の支払額 △105,419

  財務活動によるキャッシュ・フロー △74,329

Ⅳ.現金及び現金同等物に係る換算差額 △11,629

Ⅴ.現金及び現金同等物の増減額 △14,222

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中間期末残高 897,035

株式会社和井田製作所(6158) 平成21年６月期 第２四半期決算短信

－10－



6. その他の情報 

生産、受注及び販売の状況 

① 生産実績 

当第２四半期連結累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２四半期連結累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２四半期連結累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。 

  

品目別 生産高(千円)

金型関連研削盤 1,100,418

切削工具関連研削盤 816,903

その他の機械 42,153

アフターサービス 429,054

合計 2,388,530

品目別 受注高(千円) 受注残高(千円)

金型関連研削盤 808,437 239,100

切削工具関連研削盤 22,004 225,780

その他の機械 41,700 5,000

アフターサービス 429,054 ―

合計 1,301,196 469,880

品目別 販売高(千円)

金型関連研削盤 1,171,967

切削工具関連研削盤 844,743

その他の機械 52,400

アフターサービス 429,054

合計 2,498,165
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