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1.  平成22年6月期第2四半期の連結業績（平成21年6月21日～平成21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 ％

22年6月期第2四半期 1,149 △54.0 △346 ― △336 ― △369 ―
21年6月期第2四半期 2,498 ― 120 ― 92 ― △175 ―

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2四半期 △55.21 ―
21年6月期第2四半期 △25.70 ―

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2四半期 7,168 3,676 51.3 554.56
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2四半期  3,676百万円 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 ― 0.00
22年6月期 

（予想）
― 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 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） 

(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、4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 無
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2四半期 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2四半期  399,242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2四半期 6,696,121株 21年6月期第2四半期 6,820,858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、内外における各種対策の効果等から持ち直しがみら

れるものの、国内民間需要の自律性が乏しく依然として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、受注状況は緩やかながら上向いてきているものの、スポット受注が中心

となっており、未だ顕著な回復基調を示しておらず、工作機械業界全体の月次受注総額は平成21年11月で

474億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、固定的経費の圧縮等により利益体質及び財務体質の改善を図ると

ともに、環境対応能力の強化の一環として人事制度の改革に取り組み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、当第２四半期連結累計期

間において、売上高は1,149百万円(前年同四半期比54.0％減)となり、営業損失は346百万円(前年同四半

期は120百万円の営業利益)、経常損失は336百万円(前年同四半期は92百万円の経常利益)、四半期純損失

は369百万円(前年同四半期は175百万円の四半期純損失)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594百万円減少し、7,168百万円となりました。これは、主として

受取手形及び売掛金が358百万円増加し、現金及び預金が652百万円、原材料及び貯蔵品が157百万円減

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150百万円減少し、3,492百万円となりました。これは、主として長

期借入金が222百万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443百万円減少し、3,676百万円となりました。これは、主と

して利益剰余金が369百万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603百万円減少し、1,190百万円となりました。 

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、320百万円(前年同四半期は1,249百万円の収入)となりました。 

 収入の主な内訳は、たな卸資産の減少183百万円及び減価償却費101百万円等であり、支出の主な内

訳は、税金等調整前四半期純損失366百万円及び売上債権の増加357百万円等であります。 

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、2百万円(前年同四半期は68百万円の収入)となりました。 

 収入の主な内訳は、定期預金の払戻による収入50百万円等であり、支出の主な内訳は、有形固定資

産の取得による支出51百万円等であります。 

・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
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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、270百万円(前年同四半期は600百万円の支出)となりました。 

 これは主として、長期借入金の返済による支出232百万円等であります。 

  

平成22年６月期通期の業績予想につきましては、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。 

  
  

該当事項はありません。 

  

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。 

  

該当事項はありません。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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21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21年６月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,630,414 2,283,401

受取手形及び売掛金 882,493 523,607

商品及び製品 88,101 28,440

仕掛品 1,366,925 1,452,986

原材料及び貯蔵品 444,494 601,966

その他 64,031 118,668

貸倒引当金 △685 △727

流動資産合計 4,475,776 5,008,344

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,010,281 1,047,754

機械装置及び運搬具（純額） 305,932 301,715

土地 900,003 900,003

その他（純額） 50,307 61,789

有形固定資産合計 2,266,524 2,311,262

無形固定資産 8,812 11,112

投資その他の資産   

投資有価証券 293,757 308,628

その他 126,896 126,937

貸倒引当金 △3,695 △3,775

投資その他の資産合計 416,959 431,790

固定資産合計 2,692,295 2,754,166

資産合計 7,168,072 7,762,510

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 121,818 79,706

短期借入金 600,000 600,000

1年内返済予定の長期借入金 428,862 438,488

未払法人税等 4,486 3,144

その他 192,238 143,898

流動負債合計 1,347,404 1,265,236

固定負債   

社債 600,000 600,000

長期借入金 1,216,986 1,439,724

退職給付引当金 187,927 198,239

長期未払金 139,740 139,740

固定負債合計 2,144,653 2,377,703

負債合計 3,492,058 3,642,939
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21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 2,400,655 2,770,338

自己株式 △310,636 △272,695

株主資本合計 3,814,562 4,222,187

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △81,079 △56,218

為替換算調整勘定 △57,469 △46,398

評価・換算差額等合計 △138,548 △102,616

純資産合計 3,676,014 4,119,570

負債純資産合計 7,168,072 7,762,510
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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）

前第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) 

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

売上高 2,498,165 1,149,201

売上原価 1,428,192 859,023

売上総利益 1,069,972 290,177

販売費及び一般管理費 949,156 636,214

営業利益又は営業損失（△） 120,815 △346,037

営業外収益   

受取利息 1,135 546

受取配当金 9,905 6,069

受取賃貸料 3,300 2,308

助成金収入 － 24,236

受取保険金 － 10,413

その他 5,745 3,292

営業外収益合計 20,087 46,866

営業外費用   

支払利息 21,730 29,110

為替差損 25,707 6,405

その他 487 2,285

営業外費用合計 47,926 37,802

経常利益又は経常損失（△） 92,976 △336,973

特別利益   

固定資産売却益 － 47

投資有価証券売却益 12,000 －

貸倒引当金戻入額 290 122

特別利益合計 12,290 170

特別損失   

固定資産除却損 707 1,729

投資有価証券評価損 143,083 28,334

たな卸資産評価損 119,417 －

特別損失合計 263,208 30,064

税金等調整前四半期純損失（△） △157,941 △366,867

法人税、住民税及び事業税 14,091 2,817

法人税等調整額 3,291 △1

法人税等合計 17,383 2,816

四半期純損失（△） △175,324 △369,683
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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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月21日 
 至 平成21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 △366,867

減価償却費 143,141 101,988

退職給付引当金の増減額（△は減少） 60,369 △10,311

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 △122

受取利息及び受取配当金 △11,041 △6,615

支払利息 21,730 29,110

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 28,334

固定資産売却損益（△は益） － △47

固定資産除却損 707 1,729

売上債権の増減額（△は増加） 1,018,988 △357,115

たな卸資産の増減額（△は増加） 101,814 183,871

仕入債務の増減額（△は減少） △76,866 27,894

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 64,680

その他の負債の増減額（△は減少） 281,042 8,157

小計 1,402,753 △295,312

利息及び配当金の受取額 10,882 6,555

利息の支払額 △21,326 △28,863

法人税等の支払額 △143,060 △2,908

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,249,249 △320,528

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 △100

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 △43,083 △51,744

有形固定資産の売却による収入 － 247

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 △1,219

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 △2,816

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 △232,364

社債の償還による支出 △100,000 －

自己株式の取得による支出 － △37,941

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 △270,305

現金及び現金同等物に係る換算差額 △33,221 △9,437

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 683,132 △603,087

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 1,292,907 1,190,314
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当第２四半期連結累計期間(自 平成21年６月21日 至 平成21年12月20日) 

 該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

前第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)及び当第２四半期連結累計

期間(自 平成21年６月21日 至 平成21年12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。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前第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)及び当第２四半期連結累計

期間(自 平成21年６月21日 至 平成21年12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
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【海外売上高】 

前第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) 

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

  

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) 349,694 149,344 58,427 557,466

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― 2,498,165

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

14.0 6.0 2.3 22.3

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) 105,798 149,226 13,974 268,999

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― 1,149,201

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

9.2 13.0 1.2 23.4

(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 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２四半期連結累計期間の株式会社タンガロイ及び株式會社然湖電子については、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 538,923 49.0

切削工具関連研削盤 413,466 50.6

その他の機械 58,199 138.1

アフターサービス 224,680 52.4

合計 1,235,270 51.7

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 487,560 60.3 278,900 116.6

切削工具関連研削盤 773,900 3,517.1 381,400 168.9

その他の機械 104,666 251.0 54,187 1,083.7

アフターサービス 224,680 52.4 ― ―

合計 1,590,808 122.3 714,487 152.1

品目別 販売高(千円) 前年同四半期比(％)

金型関連研削盤 447,040 38.1

切削工具関連研削盤 423,000 50.1

その他の機械 54,479 104.0

アフターサービス 224,680 52.4

合計 1,149,201 46.0

相手先
前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

株式会社タンガロイ ― ― 364,358 31.7

株式會社然湖電子 ― ― 125,400 10.9
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