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1.  平成21年6月期第3四半期の連結業績（平成20年6月21日～平成21年3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3四半期 2,833 ― △128 ― △157 ― △317 ―
20年6月期第3四半期 4,911 △6.3 676 △29.3 633 △32.8 371 △34.7

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3四半期 △46.57 ―
20年6月期第3四半期 53.22 ―

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3四半期 7,769 4,747 61.1 696.09
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3四半期  4,747百万円 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  有  
 

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）
0.00 10.00

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  有   

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 3,159 △53.1 △436 ― △476 ― △760 ― △111.47
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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、4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、4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、3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3四半期 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3四半期  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3四半期 6,820,858株 20年6月期第3四半期 6,979,906株
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当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、世界的金融危機と実体経済悪化の悪循環がさらに強
まり、輸出及び生産の大幅な減少、企業収益の大幅な減少並びに雇用情勢の急速な悪化を引き起こし、一
層の下振れ懸念が強ま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３四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21年1月では190億円となり、昭和63年1月以降では初めてと
なる月次受注額200億円割れを記録しました。また、翌平成21年2月では月次受注額は204億円となり、月
次受注額200億円を回復し僅かな改善が見られるものの、依然として減速傾向への懸念は解消されない厳
しい状況となりました。 
このような状況の下、当社グループは、お客様第一主義の徹底、世の中にない機械づくり及び継続的進

化という考えを事業展開の主軸に据え、商社主催のプライベートショーに参加する等積極的な営業展開を
継続するとともに、製造原価の低減及び固定的経費の見直しを行うことで業績向上に努めてまいりまし
た。 
しかしながら、当社グループは、厳しい経済情勢及び業界動向の煽りを受け、固定費圧縮等が追いつか

ず、売上高は2,833百万円と大幅に減少し、営業損失は128百万円、経常損失は157百万円となり、固定資
産除却損、投資有価証券評価損及びたな卸資産の評価損等の影響から、四半期純損失は317百万円となり
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1,487百万円減少し、7,769百万円となりました。これは、主と
して現金及び預金が391百万円、土地が224百万円増加し、受取手形及び売掛金が1,532百万円、建物及
び構築物が122百万円、投資有価証券が376百万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916百万円減少し、3,021百万円となりました。これは、主として
長期未払金が139百万円増加し、支払手形及び買掛金が174百万円、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129百万円、役員退職慰労引当金が193百万円減少したこと
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571百万円減少し、4,747百万円となりました。これは、主
として利益剰余金が501百万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３四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341百万円増加し、951百万円となりました。 
当第３四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、1,259百万円となりました。 
収入の主な内訳は、減価償却費215百万円、投資有価証券評価損162百万円、固定資産除却損181百万

円、売上債権の減少1,547百万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201百万円、役員退職慰労引当金の減少193百万円、仕入債務の減少247百万円及
び法人税等の支払額130百万円等であります。 
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、164百万円となりました。 
支出の主な内訳は、有形固定資産の取得による支出276百万円等であり、収入の主な内訳は、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、723百万円となりました。 
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、長期借入金の返済による支出138百万円、社債の償還による支出100百万円及び配当金の
支払額184百万円であります。 

  

平成21年６月期通期の業績予想につきましては、世界的金融危機と実体経済悪化の更なる悪循環及び工
作機械業界全体の急激な減退等により、当社グループを取り巻く環境は急激に悪化し、平成21年１月９日
に公表いたしました平成21年６月期通期業績予想の見直しを行いました。詳細は、平成21年４月17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３四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３四半期連結会計期間末
(平成21年３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 1,441,409 1,049,774

受取手形及び売掛金 1,105,850 2,638,766

商品 11,731 6,139

製品 18,926 90,302

原材料 729,662 682,810

仕掛品 1,381,225 1,309,697

貯蔵品 1,786 1,821

繰延税金資産 87,334 72,802

その他 129,759 65,092

貸倒引当金 △677 △966

流動資産合計 4,907,009 5,916,239

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,071,473 1,194,180

機械装置及び運搬具（純額） 381,990 452,722

土地 788,038 563,355

その他（純額） 79,574 110,574

有形固定資産合計 2,321,077 2,320,832

無形固定資産 12,683 14,233

投資その他の資産   

投資有価証券 271,540 648,298

繰延税金資産 133,775 233,814

その他 126,921 127,315

貸倒引当金 △3,771 △3,897

投資その他の資産合計 528,466 1,005,530

固定資産合計 2,862,228 3,340,596

資産合計 7,769,237 9,256,836
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年３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 204,893 379,492

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 113,660 161,920

未払法人税等 924 130,607

役員賞与引当金 － 22,500

その他 211,066 260,928

流動負債合計 1,930,544 2,755,447

固定負債   

社債 600,000 600,000

長期借入金 135,000 225,680

退職給付引当金 216,050 162,862

役員退職慰労引当金 － 193,547

長期未払金 139,740 －

固定負債合計 1,090,790 1,182,089

負債合計 3,021,335 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 3,356,714 3,858,544

自己株式 △228,639 △228,639

株主資本合計 4,852,619 5,354,449

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △52,651 △13,551

為替換算調整勘定 △52,066 △21,598

評価・換算差額等合計 △104,717 △35,149

純資産合計 4,747,901 5,319,299

負債純資産合計 7,769,237 9,256,836
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月21日 
 至 平成21年３月20日) 

売上高 2,833,757

売上原価 1,638,113

売上総利益 1,195,643

販売費及び一般管理費 1,324,457

営業損失（△） △128,813

営業外収益  

受取利息 1,587

受取配当金 10,503

受取賃貸料 4,368

その他 5,734

営業外収益合計 22,194

営業外費用  

支払利息 31,126

為替差損 19,135

その他 731

営業外費用合計 50,993

経常損失（△） △157,613

特別利益  

収用補償金 467,063

その他 12,414

特別利益合計 479,477

特別損失  

固定資産除却損 181,489

投資有価証券評価損 162,778

たな卸資産評価損 119,417

その他 59,401

特別損失合計 523,087

税金等調整前四半期純損失（△） △201,222

法人税、住民税及び事業税 5,137

法人税等調整額 111,307

法人税等合計 116,444

四半期純損失（△） △317,667
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月21日 
 至 平成21年３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（△） △201,222

減価償却費 215,174

退職給付引当金の増減額（△は減少） 53,188

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） △414

受取利息及び受取配当金 △12,090

支払利息 31,126

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） 162,778

固定資産売却損益（△は益） 269

固定資産除却損 181,489

売上債権の増減額（△は増加） 1,547,953

たな卸資産の増減額（△は増加） △52,561

仕入債務の増減額（△は減少） △247,938

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） △147,637

その他の負債の増減額（△は減少） △30,146

小計 1,411,661

利息及び配当金の受取額 11,866

利息の支払額 △33,474

法人税等の支払額 △130,370

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,259,683

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 △276,498

有形固定資産の売却による収入 1,800

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 △2,928

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 △164,746

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 △138,940

社債の償還による支出 △100,000

配当金の支払額 △184,163

財務活動によるキャッシュ・フロー △723,103

現金及び現金同等物に係る換算差額 △30,198

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 341,634

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 951,409
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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３四半期連結会計期間(自 平成20年12月21日 至 平成21年３月20日) 

 該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年６月21日 至 平成21年３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) (要約)前四半期連結損益計算書 

 
  

「参考資料」

科 目

前第３四半期連結累計期間
(自 平成19年６月21日

 至 平成20年３月20日)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 4,911,253 100.0

Ⅱ 売上原価 2,798,146 57.0

   売上総利益 2,113,106 43.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,436,149 29.2

   営業利益 676,956 13.8

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 1,900

 ２ 受取配当金 6,820

 ３ 受取賃貸料 5,124

 ４ その他 3,900 17,745 0.4

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 35,134

 ２ 社債発行費 11,301

 ３ 為替差損 11,187

 ４ その他 3,800 61,424 1.3

   経常利益 633,278 12.9

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産売却益 216

 ２ 貸倒引当金戻入額 3,628 3,845 0.1

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却損 310 310 0.0

   税金等調整前四半期純利益 636,812 13.0

   税金費用 265,364 5.4

   四半期純利益 371,448 7.6
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(2) 前四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 
  

区 分

前第３四半期連結累計期間
(自 平成19年６月21日

 至 平成20年３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 636,812

  減価償却費 180,523

  のれん償却額 8,421

  退職給付引当金の増減額 26,672

  役員退職慰労引当金の増減額 12,438

  役員賞与引当金の増減額 △15,000

  貸倒引当金の増減額 △8,628

  受取利息及び受取配当金 △8,720

  支払利息 35,134

  固定資産売却益 △216

  固定資産除却損 310

  売上債権の増減額 271,885

  たな卸資産の増減額 △430,939

  仕入債務の増減額 1,951

  その他資産の増減額 6,736

  その他負債の増減額 34,809

        小 計 752,192

  利息及び配当金の受取額 8,705

  利息の支払額 △32,809

  法人税等の支払額 △597,690

  営業活動によるキャッシュ・フロー 130,398

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 △130,063

  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 △102,690

  投資活動によるキャッシュ・フロー △233,757

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 1,100,000

  短期借入金の返済による支出 △700,000

  長期借入金の返済による支出 △282,940

  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 △223,075

  財務活動によるキャッシュ・フロー △163,964

Ⅳ.現金及び現金同等物に係る換算差額 △19,175

Ⅴ.現金及び現金同等物の増減額 △286,499

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
624,758
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生産、受注及び販売の状況 

① 生産実績 

当第３四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３四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３四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。 

  

6. その他の情報

品目別 生産高(千円)

金型関連研削盤 1,221,942

切削工具関連研削盤 890,029

その他の機械 42,994

アフターサービス 551,447

合計 2,706,414

品目別 受注高(千円) 受注残高(千円)

金型関連研削盤 853,784 152,200

切削工具関連研削盤 20,356 143,180

その他の機械 40,700 4,000

アフターサービス 551,447 ―

合計 1,466,288 299,380

品目別 販売高(千円)

金型関連研削盤 1,304,214

切削工具関連研削盤 925,695

その他の機械 52,400

アフターサービス 551,447

合計 2,833,757
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