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1.  平成22年6月期第1四半期の連結業績（平成21年6月21日～平成21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 ％

22年6月期第1四半期 303 △74.3 △178 ― △163 ― △258 ―
21年6月期第1四半期 1,182 ― 46 ― 35 ― △113 ―

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

22年6月期第1四半期 △38.44 ―
21年6月期第1四半期 △16.53 ―

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

22年6月期第1四半期 7,618 3,905 51.3 581.09
21年6月期 7,762 4,119 53.1 612.95

（参考） 自己資本   22年6月期第1四半期  3,905百万円 21年6月期  4,119百万円

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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年6月期 ― 10.00 ― 0.00 10.00
22年6月期 ―
22年6月期 

（予想）
0.00 ― 7.00 7.00

3.  平成22年6月期の連結業績予想（平成21年6月21日～平成22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 1,460 △41.5 △394 ― △403 ― △406 ― △60.44

通期 3,846 24.2 △269 ― △288 ― △293 ― △43.74
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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。 

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） 22年6月期第1四半期 7,028,000株 21年6月期  7,028,000株
② 期末自己株式数 22年6月期第1四半期  307,142株 21年6月期  307,142株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年6月期第1四半期 6,720,858株 21年6月期第1四半期 6,892,358株
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当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、在庫調整の一巡、国内経済対策の効果及び対外経済
環境の改善により、持ち直しの動きが見られるものの、設備投資の継続的抑制、過去最高水準の失業率及
び世界景気の下振れ懸念等により景気を下押しするリスクが存在する厳しい状況で推移いたしました。 
工作機械業界におきましても、世界的な経済収縮による設備投資抑制の影響を受け生産活動が低水準で

推移し、工作機械業界全体の月次受注総額は平成21年8月では318億円となり依然として低水準が続いてお
ります。 
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、利益体質、財務体質及び環境対応能力の強化を図るとともに、積
極的な海外展開及びコア技術を活用した特定ユーザーとのコラボレーションを行い、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、売上高は303百万円(前年

同四半期比74.3％減)、営業損失は178百万円(前年同四半期は営業利益46百万円)、経常損失は163百万円
(前年同四半期は経常利益35百万円)となり、投資有価証券評価損等の影響から、四半期純損失は258百万
円(前年同四半期は四半期純損失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144百万円減少し、7,618百万円となりました。これは、主とし
て仕掛品が133百万円増加し、現金及び預金が191百万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69百万円増加し、3,712百万円となりました。これは、主としてそ
の他流動負債が132百万円増加し、長期借入金が101百万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214百万円減少し、3,905百万円となりました。これは、主
として利益剰余金が258百万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、前連結会計
年度末に比べ141百万円減少し、1,651百万円となりました。 
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 

営業活動の結果使用した資金は、59百万円(前年同四半期は769百万円の収入)となりました。 
収入の主な内訳は、売上債権の減少110百万円等であり、支出の主な内訳は、税金等調整前四半期純

損失256百万円及びたな卸資産の増加117百万円等であります。 
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、44百万円(前年同四半期は71百万円の支出)となりました。 
これは主として、定期預金の払戻による収入50百万円等であります。 

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、121百万円(前年同四半期は562百万円の支出)となりました。 
内訳は、長期借入金の返済による支出121百万円であります。 

  

平成22年６月期の業績予想につきましては、計画通りに進捗しておりますので、平成21年７月31日に公
表いたしました業績予想に変更はございません。 

  

・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。 

  

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成20年８月
７日内閣府令第50号)の適用に伴い、前第１四半期連結会計期間において、「商品」「製品」として掲
記されていたものは、当第１四半期連結会計期間は「商品及び製品」と一括して掲記しております。な
お、当第１四半期連結会計期間に含まれる「商品」「製品」は、それぞれ4,892千円、30,896千円であ
ります。 
また、前第１四半期連結会計期間において、「原材料」「貯蔵品」として掲記されていたものは、当

第１四半期連結会計期間は「原材料及び貯蔵品」と一括して掲記しております。なお、当第１四半期連
結会計期間に含まれる「原材料」「貯蔵品」は、それぞれ576,993千円、2,070千円であります。 

  

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１四半期連結会計期間末
(平成21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21年６月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,091,546 2,283,401

受取手形及び売掛金 475,318 523,607

商品及び製品 35,788 28,440

仕掛品 1,586,465 1,452,986

原材料及び貯蔵品 579,063 601,966

その他 109,916 118,668

貸倒引当金 △685 △727

流動資産合計 4,877,413 5,008,344

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,025,860 1,047,754

機械装置及び運搬具（純額） 325,889 301,715

土地 900,003 900,003

その他（純額） 56,547 61,789

有形固定資産合計 2,308,300 2,311,262

無形固定資産 9,998 11,112

投資その他の資産   

投資有価証券 298,840 308,628

その他 127,338 126,937

貸倒引当金 △3,716 △3,775

投資その他の資産合計 422,463 431,790

固定資産合計 2,740,762 2,754,166

資産合計 7,618,175 7,762,510

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 137,734 79,706

短期借入金 600,000 600,000

1年内返済予定の長期借入金 418,508 438,488

未払法人税等 3,241 3,144

その他 276,271 143,898

流動負債合計 1,435,754 1,265,236

固定負債   

社債 600,000 600,000

長期借入金 1,338,522 1,439,724

退職給付引当金 198,765 198,239

長期未払金 139,740 139,740

固定負債合計 2,277,027 2,377,703

負債合計 3,712,782 3,642,939
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年６月20日) 

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 2,512,018 2,770,338

自己株式 △272,695 △272,695

株主資本合計 3,963,867 4,222,187

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △6,216 △56,218

為替換算調整勘定 △52,256 △46,398

評価・換算差額等合計 △58,473 △102,616

純資産合計 3,905,393 4,119,570

負債純資産合計 7,618,175 7,762,510
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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）

前第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) 

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

売上高 1,182,964 303,485

売上原価 704,250 190,330

売上総利益 478,714 113,154

販売費及び一般管理費 431,787 291,395

営業利益又は営業損失（△） 46,927 △178,241

営業外収益   

受取利息 603 338

受取配当金 6,359 3,815

受取賃貸料 1,168 1,373

助成金収入 － 13,339

受取保険金 － 10,413

その他 1,262 1,566

営業外収益合計 9,393 30,846

営業外費用   

支払利息 11,674 14,554

為替差損 8,530 1,323

その他 243 244

営業外費用合計 20,448 16,122

経常利益又は経常損失（△） 35,872 △163,517

特別利益   

貸倒引当金戻入額 123 101

特別利益合計 123 101

特別損失   

固定資産除却損 139 －

投資有価証券評価損 － 93,407

たな卸資産評価損 119,417 －

特別損失合計 119,557 93,407

税金等調整前四半期純損失（△） △83,561 △256,824

法人税、住民税及び事業税 7,045 1,497

法人税等調整額 23,368 △1

法人税等合計 30,414 1,496

四半期純損失（△） △113,976 △258,320
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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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月21日 
 至 平成21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 △256,824

減価償却費 70,497 49,518

退職給付引当金の増減額（△は減少） 552 526

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 △101

受取利息及び受取配当金 △6,963 △4,153

支払利息 11,674 14,554

投資有価証券評価損益（△は益） － 93,407

固定資産除却損 26 －

売上債権の増減額（△は増加） 922,475 110,777

たな卸資産の増減額（△は増加） 18,664 △117,924

仕入債務の増減額（△は減少） 44,298 19,382

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 28,484

その他の負債の増減額（△は減少） 22,893 18,923

小計 896,929 △43,426

利息及び配当金の受取額 6,621 4,033

利息の支払額 △13,871 △17,426

法人税等の支払額 △119,749 △2,919

営業活動によるキャッシュ・フロー 769,930 △59,738

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 －

定期預金の払戻による収入 － 50,000

有形固定資産の取得による支出 △18,807 △5,197

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 △616

投資活動によるキャッシュ・フロー △71,088 44,186

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 △121,182

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 △121,182

現金及び現金同等物に係る換算差額 8,684 △5,121

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 144,592 △141,855

現金及び現金同等物の期首残高 609,774 1,793,401

現金及び現金同等物の四半期末残高 754,366 1,651,546
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当第１四半期連結累計期間(自 平成21年６月21日 至 平成21年９月20日) 

該当事項はありません。 

  

前第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) 

 当社及び連結子会社の事業は、工作機械の製造・販売業の単一セグメントでありますので、事業の種

類別セグメント情報は記載しておりません。 

  

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

 当社及び連結子会社の事業は、工作機械の製造・販売業の単一セグメントでありますので、事業の種

類別セグメント情報は記載しておりません。 

  

前第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) 

 全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。 

  

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

 全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】
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前第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) 

 
(注) １ 海外売上高は、提出会社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

   ２ 国または地域の区分方法及び各区分に属する主な国または地域 

(1) 国または地域の区分は、地理的接近度によっております。 

(2) 各区分に属する主な国または地域 

 中国 ……………………………… 中国 

 アジア地域(中国を除く) ……… 台湾、韓国、東南アジア地域、南アジア地域等 

 その他の地域 …………………… 米国、ヨーロッパ地域、アフリカ地域等 

  

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

 
(注) １ 海外売上高は、提出会社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

   ２ 国または地域の区分方法及び各区分に属する主な国または地域 

(1) 国または地域の区分は、地理的接近度によっております。 

(2) 各区分に属する主な国または地域 

 中国 ……………………………… 中国 

 アジア地域(中国を除く) ……… 台湾、韓国、東南アジア地域、南アジア地域等 

 その他の地域 …………………… 米国、ヨーロッパ地域、アフリカ地域等 

  

 該当事項はありません。 

  

【海外売上高】

中国
アジア地域
(中国を除く)

その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 110,590 55,219 58,648 224,457

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― 1,182,964

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

9.3 4.7 5.0 19.0

中国
アジア地域
(中国を除く)

その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 25,572 14,814 6,382 46,769

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― 303,485

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

8.4 4.9 2.1 15.4

(6) 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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生産、受注及び販売の状況 

① 生産実績 

当第１四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１四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１四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 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

 
(注) 前第１四半期連結累計期間の植田機械株式会社、宮脇機械プラント株式会社、三井物産マシンテック株

式会社及びコマツ工機株式会社については、当該割合が100分の10未満のため記載を省略しております。 

  

6. その他の情報

品目別 生産高(千円) 前年同四半期比(％)

金型関連研削盤 149,278 29.7 

切削工具関連研削盤 31,428 8.5 

その他の機械 34,093 420.4 

アフターサービス 103,069 48.4 

合計 317,870 29.1 

品目別 受注高(千円)
前年同四半期比 

(％)
受注残高(千円)

前年同四半期比 

(％)

金型関連研削盤 221,008 31.3 325,578 41.9 

切削工具関連研削盤 464,000 2,849.9 464,300 72.2 

その他の機械 88,579 211.6 56,175 139.7 

アフターサービス 103,069 48.4 ― ―

合計 876,658 89.8 846,053 57.9 

品目別 販売高(千円) 前年同四半期比(％)

金型関連研削盤 133,810 25.2 

切削工具関連研削盤 30,200 7.2 

その他の機械 36,404 209.7 

アフターサービス 103,069 48.4 

合計 303,485 25.7 

相手先
前第１四半期連結会計期間 当第１四半期連結会計期間

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

植田機械株式会社 ― ― 36,608 12.1

宮脇機械プラント株式会社 ― ― 35,800 11.8

三井物産マシンテック株式会社 ― ― 31,915 10.6

コマツ工機株式会社 ― ― 31,204 10.3
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