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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7月1日～平成21年3月31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 6,187 ― 430 ― 314 ― 41 ―

20年6月期第3四半期 5,828 18.6 593 158.7 550 170.7 178 142.8

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 5.91 ―

20年6月期第3四半期 25.64 ―

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 12,090 7,022 56.1 974.81
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3四半期  6,782百万円 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 ― 0.00 ― 15.00 15.00
21年6月期 ― 0.00 ―

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 7,465 △11.8 385 △55.9 280 △63.5 10 △95.8 1.44
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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 

※ 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。実際の実績等は、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3四半期 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3四半期  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3四半期 6,958,000株 20年6月期第3四半期 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３四半期連結累計期間における我が国経済は、世界的な景気後退や円高・ドル安の進行、株式市場の低迷

など企業業績を取り巻く環境は悪化し、設備投資の減退、企業の倒産、雇用情勢の低迷など、厳しい状況はしば

らく続くものと予想されます。 

 こうした状況下、当社グループは積極的な営業活動に取り組み、技術開発力の強化、経費節減等諸施策を展開

いたしました。 

 しかしながら、産業機械事業を始めとして、国内外における設備投資の縮小・延期の動きにより受注は停滞し

ております。グループ全体として売上高は増加いたしましたが、営業利益は減少いたしました。これは主に、産

業機械事業における売上高の減少、粗利益率の低下等によります。さらに、営業外費用として持分法による投資

損失の計上や、特別損失として投資有価証券評価損等の計上により四半期純利益は減少いたしました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高 6,187 百万円（前年同期比 6.2％増）、営業利益 430

百万円（前年同期比 27.4％減）、経常利益 314 百万円（前年同期比 42.9％減）、四半期純利益 41 百万円（前年同

期比 77.0％減）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） 

 受注状況が急速に悪化しており、設備投資の先送りや減少に伴い、国内外向けともに売上高が減少し、粗利

率も低下したことにより、売上高 1,964 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 1,446 百万円、営業利益 348 百万円とな

りました。 

（ＦＡシステム事業） 

 大型ＦＡ機械の売上高が増加し、それに伴う粗利益も増加したことにより、売上高 1,134 百万円、営業利益

123 百万円となりました。 

（ソーラーシステム事業） 

 生産の増加、歩留まりの維持により、売上高 1,113 百万円、営業利益 77 百万円となりました。 

（ＥＤＬＣ事業） 

 中国向けが景気後退により販売数量が予想を下回り、また、円高の影響で販売単価が下落、さらに仕掛品の

評価を見直したことにより、売上高 408 百万円、営業損失 228 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たため、売上高 120 百万円、営業利益 17 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３四半期連結会計期間末の総資産は 12,090 百万円となり、前連結会計年度末に比べて 353 百万円の減少

となりました。これは主に、現金及び預金 231 百万円の増加と、たな卸資産 397 百万円、投資有価証券 180 百

万円の減少によるものであります。 

（負 債） 

 第３四半期連結会計期間末の負債は 5,067 百万円となり、前連結会計年度末に比べて 281 百万円の減少とな

りました。これは主に、短期借入金 997 百万円の増加と、支払手形及び買掛金 922 百万円、未払法人税等 264

百万円、長期借入金 65 百万円の減少によるものであります。 

（純資産） 

 第３四半期連結会計期間末の少数株主持分を含めた純資産は 7,022 百万円となり、前連結会計年度末に比べて

71百万円の減少となりました。 
 

②キャッシュ・フローの状況 

 当第３四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 2,271 百万円となり、

前連結会計年度末に比べ 131 百万円の増加となりました。 

 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。 

（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 429 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 290

百万円、減価償却費 338 百万円、売上債権の減少 156 百万円、たな卸資産の減少 397 百万円の増加と、仕入

債務の減少 922 百万円、法人税等の支払 631 百万円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 271 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

250 百万円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 818 百万円となりました。これは主に、短期借入金による収入 2,028 百

万円の増加と、短期借入金の返済による支出 1,031 百万円、配当金の支払額 104 百万円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 

 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 21 年２月 10 日発表の予想を修正いたしました。 

 詳細は、本日発表の「営業外損失及び特別損失の計上並びに業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照くだ

さい。 

 

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３四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３四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、第２四半期連結会計期間末の実地

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 

 税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む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、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ありません。 

③リース取引に関する会計基準の適用 
 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によ

っておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第 13 号（平成５年６月 17 日（企業会計

審議会第一部会）、平成 19 年３月 30 日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第 16 号（平成６年１月 18 日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成 19 年３月 30 日

改正））が平成 20 年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができ

ることになったことに伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に

係る会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償

却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

 
 (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、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３四半期連結会計期間末
(平成21年３月31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 2,271,443 2,040,111

受取手形及び売掛金 3,108,997 3,265,041

有価証券 － 100,000

製品 45 206,021

原材料 334,792 253,365

仕掛品 1,132,795 1,407,737

その他 453,663 249,220

貸倒引当金 △5,221 △6,108

流動資産合計 7,296,515 7,515,389

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,191,717 1,251,128

土地 1,612,607 1,612,607

その他（純額） 1,156,577 1,076,835

有形固定資産合計 3,960,903 3,940,572

無形固定資産 30,601 7,579

投資その他の資産   

その他 820,723 1,022,211

貸倒引当金 △18,711 △42,054

投資その他の資産合計 802,011 980,156

固定資産合計 4,793,515 4,928,308

資産合計 12,090,031 12,443,698

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,311,452 2,233,538

短期借入金 1,587,850 590,000

1年内返済予定の長期借入金 587,400 585,800

未払法人税等 106,707 370,933

賞与引当金 71,006 40,230

役員賞与引当金 5,300 5,500

製品保証引当金 14,190 12,240

受注損失引当金 2,329 －

その他 885,073 978,079

流動負債合計 4,571,308 4,816,322

固定負債   

長期借入金 3,800 69,750

退職給付引当金 263,483 246,300

役員退職慰労引当金 225,540 216,900

その他 3,239 －

固定負債合計 496,063 532,950

負債合計 5,067,372 5,349,272
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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31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 4,267,946 4,331,225

自己株式 △1,050 △1,050

株主資本合計 6,774,291 6,837,570

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 8,438 106,514

評価・換算差額等合計 8,438 106,514

少数株主持分 239,929 150,340

純資産合計 7,022,659 7,094,425

負債純資産合計 12,090,031 12,443,698
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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７月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 6,187,959

売上原価 5,008,632

売上総利益 1,179,326

販売費及び一般管理費 748,445

営業利益 430,881

営業外収益  

受取利息 3,422

受取配当金 3,525

作業屑売却益 3,205

その他 2,357

営業外収益合計 12,510

営業外費用  

支払利息 16,652

持分法による投資損失 92,386

その他 19,579

営業外費用合計 128,619

経常利益 314,772

特別利益  

固定資産売却益 779

製品保証引当金戻入額 1,520

貸倒引当金戻入額 1,074

特別利益合計 3,373

特別損失  

固定資産売却損 1,293

固定資産除却損 715

投資有価証券評価損 17,850

関係会社株式評価損 8,166

特別損失合計 28,025

税金等調整前四半期純利益 290,120

法人税等 149,040

少数株主利益 99,989

四半期純利益 41,090
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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７月１日 
 至 平成21年３月31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 290,120

減価償却費 338,221

賞与引当金の増減額（△は減少） 30,775

退職給付引当金の増減額（△は減少） 17,183

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,640

貸倒引当金の増減額（△は減少） 599

受取利息及び受取配当金 △6,947

支払利息 16,652

為替差損益（△は益） △13,353

持分法による投資損益（△は益） 92,386

投資有価証券評価損益（△は益） 17,850

固定資産売却損益（△は益） 514

固定資産除却損 715

売上債権の増減額（△は増加） 156,044

たな卸資産の増減額（△は増加） 397,487

仕入債務の増減額（△は減少） △922,086

前受金の増減額（△は減少） △205,066

未払金の増減額（△は減少） △35,787

その他 27,515

小計 211,467

利息及び配当金の受取額 6,947

利息の支払額 △15,999

法人税等の支払額 △631,496

営業活動によるキャッシュ・フロー △429,080

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 △250,247

有形固定資産の売却による収入 6,356

無形固定資産の取得による支出 △23,443

投資有価証券の取得による支出 △1,527

貸付金の回収による収入 9,835

その他の支出 △21,949

その他の収入 9,306

投資活動によるキャッシュ・フロー △271,669

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 2,028,850

短期借入金の返済による支出 △1,031,000

長期借入金の返済による支出 △64,350

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 818,730

現金及び現金同等物に係る換算差額 13,353

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 131,332

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 2,271,443
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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３四半期連結累計期間（自 平成 20 年７月１日 至 平成 21 年３月 31 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 

1,964,792 
 

4,176 

1,446,509 
 

－ 

1,134,862

322

1,113,044

－

408,027

－

120,722

39,301

6,187,959 
 

43,799 

 
－ 

 
( 43,799)

6,187,959

－

計 1,968,968 1,446,509 1,135,184 1,113,044 408,027 160,024 6,231,758 ( 43,799) 6,187,959

営業利益又は営業損失(△) 136,892 348,682 123,838 77,126 △228,849 17,060 474,749 ( 43,868) 430,881

(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３四半期連結累計期間（自 平成 20 年７月１日 至 平成 21 年３月 31 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３四半期連結累計期間（自 平成 20 年７月１日 至 平成 21 年３月 31 日）     （単位：千円） 

 アジア ロシア 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 

1,460,810 

－ 

 
23.6％ 

1,310,911 

－ 

 
21.2％ 

2,771,722 

6,187,959 

 
44.8％ 

(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」 
 

 前年同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３四半期）科  目 

金  額 

Ⅰ 売上高 5,828,944 

Ⅱ 売上原価 4,522,939 

売上総利益 1,306,004 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 712,614 

営業利益 593,390 

Ⅳ 営業外収益 18,908 

Ⅴ 営業外費用 61,362 

経常利益 550,936 

Ⅵ 特別利益 16,290 

Ⅶ 特別損失 49,745 

税金等調整前四半期純利益 517,481 

税金費用 264,614 

少数株主利益 74,488 

四半期純利益 178,378 
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