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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7月1日～平成21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 ％

22年6月期第1四半期 863 △66.6 △135 ― △133 ― △148 ―

21年6月期第1四半期 2,587 ― 306 ― 307 ― 122 ―

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 △21.39 ―

21年6月期第1四半期 17.63 ―

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 9,901 5,886 57.2 813.76
21年6月期 10,323 6,174 57.5 853.39

（参考） 自己資本   22年6月期第1四半期  5,662百万円 21年6月期  5,937百万円

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 ― 0.00 ― 15.00 15.00

22年6月期 ―

22年6月期 
（予想）

0.00 ― 15.00 15.00

3.  平成22年6月期の連結業績予想（平成21年7月1日～平成22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

2,230 △53.9 △110 ― △115 ― △120 ― △17.25

通期 6,405 △9.2 210 35.8 190 218.3 160 ― 23.00
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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．その他をご参照ください。 

(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．その他をご参照ください。 

(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 

平成21年８月19日発表の連結業績予想を修正しておりません。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、業況の変更等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
業績予想の前提となる注意事項等につきましては、４ページ「定性的情報・財務諸表」３．連結業績予想に関する定性的情報をご参照ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 有

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 6,959,600株 21年6月期  6,959,600株

② 期末自己株式数 22年6月期第1四半期  1,600株 21年6月期  1,600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 6,958,000株 21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１四半期連結累計期間における我が国経済は、企業収益が大幅に減少し、失業率が過去最高水準となるな

ど依然厳しい状況が続きました。国内外の景気対策で輸出や生産、個人消費に下げ止まりの兆しは見られるもの

の、設備の過剰感はなお強く、投資に慎重にならざるを得ない状況が続きました。 

 こうした状況下、当社グループにおきましては、新製品の開発やトータルコストダウンの実施、強化に取り組

んでまいりました。しかしながら、世界経済減速の影響により需要は大幅に減少し、また依然として続く円高の

影響を受けて、低調に推移いたしました。 

 この結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高 863 百万円（前年同四半期比 66.6％減）、営業損失 135

百万円（前年四半期は 306 百万円の利益）、経常損失 133 百万円（前年四半期は 307 百万円の利益）、四半期純損

失 148 百万円（前年四半期は 122 百万円の利益）となりました。 

 事業別の状況は次のとおりであります。 

（産業機械事業） 

 国内外向け基板プレスの売上高、利益が減少したことにより、売上高 563 百万円（前年同四半期比 49.7％

減）、営業損失 27 百万円（前年四半期は 136 百万円の利益）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、利益が減少したことにより、売上高 85 百万円（前年同四半期比 84.0％減）、

営業利益 16 百万円（前年同四半期比 90.8％減）となりました。 

（ＦＡシステム事業） 

 大型ＦＡ機械の売上高、利益が減少したことにより、売上高 79 百万円（前年同四半期比 78.2％減）、営業

損失 31 百万円（前年四半期は 35 百万円の利益）となりました。 

（ソーラーシステム事業） 

 市場における在庫調整に伴い生産高が減少し、売上高、利益が減少したことにより、売上高 41 百万円（前

年同四半期比 88.7％減）、営業損失 83 百万円（前年四半期は 18 百万円の利益）となりました。 

（ＥＤＬＣ事業） 

 販売数量の減少や、円高による単価下落で売上高は減少したものの、コスト圧縮により営業費用が減少した

ことにより、売上高 63 百万円（前年同四半期比 61.5％減）、営業利益０百万円（前年四半期は 49 百万円の損

失）となりました。 

（その他の事業） 

 主な国内向け油圧機器は設備投資減少により受注が減少しており、売上高 31百万円（前年同四半期比 29.7％

減）、営業損失９百万円（前年四半期は８百万円の利益）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 9,901 百万円となり、前連結会計年度末に比べて 422 百万円の減少となりました。こ

れは、主に仕掛品 327 百万円の増加と、受取手形及び売掛金 582 百万円、商品及び製品 142 百万円の減少によ

るものであります。 

（負 債） 

 負債は 4,014 百万円となり、前連結会計年度末に比べて 134 百万円の減少となりました。これは、主に短期

借入金 53 百万円、未払法人税等 84 百万円の減少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5,886 百万円となり、前連結会計年度末に比べて287百万円の減少となりまし

た。これは、主に利益剰余金253 百万円の減少によるものであります。 
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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 2,263 百万円となり、

前連結会計年度末に比べ 1 百万円の増加となりました。 

 当第１四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、取得した資金は 304 百万円（前年同四半期は 372 百万円の使用）となりました。これは

主に減価償却費 104 百万円、売上債権の減少 582 百万円による増加と、税金等調整前四半期純損失 151 百万

円、たな卸資産の増加 198 百万円、法人税等の支払額 85 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96百万円（前年同四半期は26百万円の使用）となりました。これは主に投

資有価証券の取得による支出39百万円、無形固定資産の取得による支出47百万円によるものであります。 

（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 189 百万円（前年同四半期は 138 百万円の取得）となりました。これは

主に短期借入金による収入 40 百万円の増加と、短期借入金の返済による支出 93 百万円、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 21 年８月 19 日発表の第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想の見直しは行っておりません。 

 なお、当社グループは引き続き販売力や企業体質の強化に努めてまいりますが、事業環境が大きく変化してお

り、業績予想に関して修正の必要が生じた場合は、速やかに開示いたします。 

 

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） 

   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 

 税金費用については、当第１四半期連結累計期間を含む連結会計年度の税引前当期純損益に対する税効果

会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純損失に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を

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 

表示方法の変更 

（四半期連結貸借対照表関係） 

 前第１四半期連結会計期間において、区分掲記しておりました流動負債の「１年内返済予定の長期借入金」

は、重要性が乏しくなったため、当第１四半期連結会計期間より流動負債の「その他」に含めて表示しており

ます。 

 なお、当第１四半期連結会計期間の流動負債の「その他」に含まれております「１年内返済予定の長期借入

金」は 46,000 千円であります。 

（四半期連結損益計算書関係） 

 前第１四半期連結累計期間において、区分掲記しておりました営業外収益の「作業くず売却益」は、営業外

収益総額の 100 分の 20 以下となったため、当第１四半期連結累計期間より営業外収益の「その他」に含めて

表示しております。 

 なお、当第１四半期連結累計期間の営業外収益の「その他」に含まれております「作業くず売却益」は 305

千円であります。 
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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21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21年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,263,475 2,112,099

受取手形及び売掛金 1,389,463 1,972,260

有価証券 － 150,000

商品及び製品 107,853 249,960

仕掛品 1,058,668 731,246

原材料及び貯蔵品 327,880 314,203

その他 400,089 395,204

貸倒引当金 △10,920 △13,341

流動資産合計 5,536,510 5,911,634

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,079,019 1,098,767

土地 1,578,015 1,578,015

その他（純額） 981,398 1,051,587

有形固定資産合計 3,638,433 3,728,369

無形固定資産 81,604 38,703

投資その他の資産   

その他 660,408 660,933

貸倒引当金 △15,823 △15,823

投資その他の資産合計 644,584 645,109

固定資産合計 4,364,622 4,412,183

資産合計 9,901,132 10,323,817

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 766,097 768,260

短期借入金 1,448,500 1,501,500

未払法人税等 1,798 86,676

賞与引当金 74,447 32,647

役員賞与引当金 9,500 7,000

製品保証引当金 9,110 11,220

その他 647,686 678,447

流動負債合計 2,957,139 3,085,751

固定負債   

長期借入金 502,300 503,050

退職給付引当金 265,137 258,021

役員退職慰労引当金 233,290 230,490

その他 56,934 72,265

固定負債合計 1,057,662 1,063,826

負債合計 4,014,802 4,149,577
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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30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 3,149,926 3,403,107

自己株式 △1,050 △1,050

株主資本合計 5,656,271 5,909,452

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,862 28,415

評価・換算差額等合計 5,862 28,415

少数株主持分 224,196 236,371

純資産合計 5,886,330 6,174,239

負債純資産合計 9,901,132 10,323,817
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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７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 2,587,678 863,647

売上原価 2,030,505 770,080

売上総利益 557,172 93,567

販売費及び一般管理費 250,455 228,573

営業利益又は営業損失（△） 306,717 △135,006

営業外収益   

受取利息 1,365 392

受取配当金 363 842

雇用調整助成金 － 29,724

作業くず売却益 2,656 －

その他 1,912 866

営業外収益合計 6,297 31,825

営業外費用   

支払利息 4,005 5,333

為替差損 － 25,320

持分法による投資損失 1,172 －

その他 52 51

営業外費用合計 5,230 30,704

経常利益又は経常損失（△） 307,785 △133,885

特別利益   

製品保証引当金戻入額 － 2,110

貸倒引当金戻入額 371 2,474

その他 － 71

特別利益合計 371 4,655

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 －

前期損益修正損 － 22,700

特別損失合計 1,497 22,700

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

306,659 △151,929

法人税等 130,387 △1,343

少数株主利益又は少数株主損失（△） 53,593 △1,775

四半期純利益又は四半期純損失（△） 122,678 △148,811
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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７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

306,659 △151,929

減価償却費 102,147 104,180

賞与引当金の増減額（△は減少） 63,040 41,799

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,082 7,116

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,880 2,800

貸倒引当金の増減額（△は減少） 279 △2,420

受取利息及び受取配当金 △1,729 △1,234

支払利息 4,005 5,333

為替差損益（△は益） 616 17,940

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） △808,604 582,797

たな卸資産の増減額（△は増加） 142,683 △198,991

仕入債務の増減額（△は減少） 19,589 △2,162

前受金の増減額（△は減少） 128,161 22,233

未払金の増減額（△は減少） 14,247 △9,601

その他 15,197 △22,899

小計 △1,344 394,959

利息及び配当金の受取額 1,729 1,234

利息の支払額 △3,775 △5,333

法人税等の支払額 △369,262 △85,923

営業活動によるキャッシュ・フロー △372,653 304,937

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 △12,427

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 △47,600

投資有価証券の取得による支出 △637 △39,550

貸付金の回収による収入 4,500 －

その他の支出 △1,773 △187

その他の収入 4,904 3,363

投資活動によるキャッシュ・フロー △26,195 △96,401

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 40,000

短期借入金の返済による支出 △100,000 △93,000

長期借入金の返済による支出 △21,450 △21,450

配当金の支払額 △104,370 △104,370

少数株主への配当金の支払額 △10,400 △10,400

財務活動によるキャッシュ・フロー 138,780 △189,220

現金及び現金同等物に係る換算差額 △616 △17,940

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △260,685 1,375

現金及び現金同等物の期首残高 2,140,111 2,262,099

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,879,425 2,263,475
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

 当第１四半期連結累計期間（自 平成 21 年７月１日 至 平成 21 年９月 30 日） 

  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 

   前第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

   当第１四半期連結累計期間（自 平成 21 年７月１日 至 平成 21 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 

563,585 
 

276 

85,091 
 

－ 

79,357

28

41,009

－

63,090

－

31,513

7,133

863,647 
 

7,437 

 
－ 

 
(  7,437)

863,647

－

計 563,861 85,091 79,385 41,009 63,090 38,646 871,084 (  7,437) 863 647

営業利益又は営業損失(△) △27,455 16,754 △31,087 △83,435 487 △9,235 △133,971 (  1,034) △135,006

(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 

 前第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）及び当第１四半期連結累

計期間（自 平成 21 年７月１日 至 平成 21 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。 
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 ｃ.海外売上高 

   前第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％ 

   当第１四半期連結累計期間（自 平成 21 年７月１日 至 平成 21 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 

589,662 

－ 

 
68.3％ 

－ 

－ 

 
－％ 

589,662 

863,647 

 
68.3％ 

(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、中国等 

その他-------ロシア 

   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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