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1.  平成22年6月期第3四半期の連結業績（平成21年6月21日～平成22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 ％

22年6月期第3四半期 1,793 △36.7 △470 ― △467 ― △516 ―
21年6月期第3四半期 2,833 ― △128 ― △157 ― △317 ―

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3四半期 △77.34 ―
21年6月期第3四半期 △46.57 ―

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3四半期 7,109 3,553 50.0 536.13
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3四半期  3,553百万円 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 3,850 24.3 △397 ― △396 ― △67 ― △10.10
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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3四半期 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3四半期  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3四半期 6,673,913株 21年6月期第3四半期 6,820,858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、内外における各種対策の効果等から着実に持ち直し

てきているものの、国内民間需要の自律的回復力はなお弱く、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、依然として受注状況は低水準が続いているものの、工作機械業界全体の

月次受注総額が平成21年2月では204億円であったのに対し、平成22年2月では648億円を記録し、内需外需

ともに増加傾向を示し回復基調が続いております。 

このような状況の下、当社グループは、成長戦略として海外市場展開を具体化し、当社グループのコア

技術を活かした特定ユーザーとのコラボレーションを行いました。また、利益体質強化として変動費比率

の低減及び固定費の圧縮を、財務体質改善として資産効率の見直しを、環境対応能力強化の一環として人

事制度の改革の取り組みを行い業績向上に努めました。 

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３四半期連結累計期

間において、売上高は1,793百万円(前年同四半期比36.7％減)となり、営業損失は470百万円(前年同四半

期は128百万円の営業損失)、経常損失は467百万円(前年同四半期は157百万円の経常損失)、四半期純損失

は516百万円(前年同四半期は317百万円の四半期純損失)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653百万円減少し、7,109百万円となりました。これは、主とし

て受取手形及び売掛金が481百万円増加し、現金及び預金が988百万円、原材料及び貯蔵品が128百万円

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87百万円減少し、3,555百万円となりました。これは、主として支

払手形及び買掛金が162百万円、短期借入金が200百万円増加し、長期借入金が303百万円、退職給付引

当金が163百万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565百万円減少し、3,553百万円となりました。これは、主

として利益剰余金が516百万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938百万円減少し、854百万円となりました。 

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、728百万円(前年同四半期は1,259百万円の収入)となりました。 

 収入の主な内訳は、減価償却費154百万円等であり、支出の主な内訳は、税金等調整前四半期純損失

512百万円、退職給付引当金の減少163百万円及び売上債権の増加481百万円等であります。 

・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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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、21百万円(前年同四半期は164百万円の支出)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69百万円等であります。 

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、175百万円(前年同四半期は723百万円の支出)となりました。 

 これは主として、短期借入金れによる収入200百万円、長期借入金の返済による支出337百万円等で

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22年３月11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。 

  

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、第２四半期連結会計

期間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。 

  

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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１ 固定資産の譲渡 

当社は、平成22年３月19日に下記のとおり固定資産の譲渡契約を締結いたしました。 

(1) 譲渡の理由 

  財務体質改善の一環として資産効率の見直しを行った結果、東京支店を売却することを決定いたし

ました。なお、東京支店は、土地建物とも売却後東京都港区の不動産を賃借いたします。 

(2) 譲渡する相手会社の名称 

  商   号 株式会社トラスト・ジャパン・コンサルティング 

  本店所在地 東京都文京区 

(3) 譲渡資産の内容 

 
(4) 譲渡の日程 

  契約締結   平成22年３月19日 

  物件引渡日  平成22年４月28日 

(5) 影響額 

  当該資産の譲渡に伴い、平成22年６月期の連結損益計算書において、特別利益として固定資産売却

益69,982千円を計上する予定であります。 

  

２ 退職給付引当金 

当社は、確定拠出年金法の施行に伴い、適格退職年金制度による退職金制度を変更し、平成22年３月

より退職給付制度の一部について確定拠出年金制度へ移行し、「退職給付制度間の移行等に関する会計

処理」（企業会計基準適用指針第１号）を適用しております。 

なお、これによる損益への影響は軽微であります。 

  

(追加情報) 

資産の名称及び所在地 帳簿価額 譲渡価額

   土地 66.11㎡ 建物 279.08㎡

  東京都港区西新橋2-11-9
27,017千円 100,000千円
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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22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21年６月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,295,190 2,283,401

受取手形及び売掛金 1,004,738 523,607

商品及び製品 87,356 28,440

仕掛品 1,453,507 1,452,986

原材料及び貯蔵品 473,520 601,966

その他 118,498 118,668

貸倒引当金 △685 △727

流動資産合計 4,432,127 5,008,344

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 982,018 1,047,754

機械装置及び運搬具（純額） 283,403 301,715

土地 900,003 900,003

その他（純額） 49,738 61,789

有形固定資産合計 2,215,162 2,311,262

無形固定資産 7,893 11,112

投資その他の資産   

投資有価証券 326,253 308,628

その他 131,781 126,937

貸倒引当金 △3,708 △3,775

投資その他の資産合計 454,326 431,790

固定資産合計 2,677,382 2,754,166

資産合計 7,109,509 7,762,510

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 241,791 79,706

短期借入金 800,000 600,000

1年内返済予定の長期借入金 404,808 438,488

未払法人税等 5,734 3,144

その他 186,897 143,898

流動負債合計 1,639,231 1,265,236

固定負債   

社債 600,000 600,000

長期借入金 1,136,118 1,439,724

退職給付引当金 35,119 198,239

長期未払金 145,176 139,740

固定負債合計 1,916,414 2,377,703

負債合計 3,555,646 3,642,939
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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 2,254,152 2,770,338

自己株式 △310,636 △272,695

株主資本合計 3,668,059 4,222,187

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △49,841 △56,218

為替換算調整勘定 △64,355 △46,398

評価・換算差額等合計 △114,196 △102,616

純資産合計 3,553,863 4,119,570

負債純資産合計 7,109,509 7,762,510
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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）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月21日 
 至 平成22年３月20日) 

売上高 2,833,757 1,793,965

売上原価 1,638,113 1,306,975

売上総利益 1,195,643 486,989

販売費及び一般管理費 1,324,457 957,248

営業損失（△） △128,813 △470,259

営業外収益   

受取利息 1,587 782

受取配当金 10,503 6,069

受取賃貸料 4,368 3,064

助成金収入 － 31,671

受取保険金 － 10,413

その他 5,734 4,862

営業外収益合計 22,194 56,863

営業外費用   

支払利息 31,126 42,339

為替差損 19,135 9,448

その他 731 2,529

営業外費用合計 50,993 54,317

経常損失（△） △157,613 △467,712

特別利益   

固定資産売却益 － 47

貸倒引当金戻入額 － 109

収用補償金 467,063 －

その他 12,414 －

特別利益合計 479,477 156

特別損失   

固定資産除却損 181,489 16,170

投資有価証券評価損 162,778 27,671

たな卸資産評価損 119,417 －

その他 59,401 638

特別損失合計 523,087 44,479

税金等調整前四半期純損失（△） △201,222 △512,035

法人税、住民税及び事業税 5,137 4,152

法人税等調整額 111,307 △1

法人税等合計 116,444 4,151

四半期純損失（△） △317,667 △516,186
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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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月21日 
 至 平成22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 △512,035

減価償却費 215,174 154,471

退職給付引当金の増減額（△は減少） 53,188 △163,119

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 △109

受取利息及び受取配当金 △12,090 △6,851

支払利息 31,126 42,339

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 27,671

固定資産売却損益（△は益） 269 △47

固定資産除却損 181,489 16,170

収用補償金 △467,063 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,547,953 △481,142

たな卸資産の増減額（△は増加） △52,561 69,008

仕入債務の増減額（△は減少） △247,938 81,608

長期未払金の増減額（△は減少） 139,740 5,436

その他の資産の増減額（△は増加） △147,637 55,274

その他の負債の増減額（△は減少） △30,146 24,095

小計 944,598 △687,227

利息及び配当金の受取額 11,866 6,770

利息の支払額 △33,474 △45,185

法人税等の支払額 △130,370 △2,913

収用補償金の受取額 467,063 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,259,683 △728,557

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 △400

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 △276,498 △69,888

有形固定資産の売却による収入 1,800 247

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 △2,928 △1,813

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 △21,853

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 100,000 200,000

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 △337,286

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 △184,163 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △723,103 △175,227

現金及び現金同等物に係る換算差額 △30,198 △12,973

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 341,634 △938,610

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 951,409 854,790
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当第３四半期連結累計期間(自 平成21年６月21日 至 平成22年３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)及び当第３四半期連結累計

期間(自 平成21年６月21日 至 平成22年３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)及び当第３四半期連結累計

期間(自 平成21年６月21日 至 平成22年３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) 

 
(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３四半期連結累計期間(自 平成21年６月21日 至 平成22年３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 

  

該当事項なし 

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) 376,560 195,953 74,262 646,777

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― 2,833,757

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

13.3 6.9 2.6 22.8

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) 208,001 267,449 23,867 499,319

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― 1,793,965

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

11.6 14.9 1.3 27.8

(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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固定資産の譲渡 

当社は、平成22年３月31日に下記のとおり固定資産の譲渡契約を締結いたしました。 

(1) 譲渡の理由 

  財務体質改善の一環として資産効率の見直しを行った結果、岐阜工場敷地の一部を売却することを

決定いたしました。なお、岐阜工場は、建物等を一部解体した後の土地を売却いたします。 

(2) 譲渡する相手会社の名称 

  譲渡先の意向により開示できません。なお、譲渡先と当社とは資本関係、人的関係は特にありませ

ん。 

(3) 譲渡資産の内容 

 
(4) 譲渡の日程 

  契約締結   平成22年３月31日 

  物件引渡日  平成22年６月２日 

(5) 影響額 

  当該資産の譲渡に伴い、平成22年６月期の連結損益計算書において、特別利益として固定資産売却

益230,275千円を計上する予定であります。 

  

(重要な後発事象) 

資産の名称及び所在地 帳簿価額 譲渡価額

   土地 3,306㎡

   岐阜県各務原市金属団地191
4,724千円 235,000千円
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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 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３四半期連結累計期間の株式会社タンガロイについては、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 774,919 63.4

切削工具関連研削盤 594,236 66.8

その他の機械 124,944 290.06

アフターサービス 375,074 68.0

合計 1,869,174 69.1

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 1,161,913 136.1 712,750 468.3

切削工具関連研削盤 1,247,300 6,127.4 675,000 471.4

その他の機械 186,747 458.8 62,200 1,555.0

アフターサービス 375,074 68.0 ― ―

合計 2,971,035 202.6 1,449,950 484.3

品目別 販売高(千円) 前年同四半期比(％)

金型関連研削盤 687,543 52.7

切削工具関連研削盤 602,800 65.1

その他の機械 128,547 245.3

アフターサービス 375,074 68.0

合計 1,793,965 63.3

相手先
前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

株式会社タンガロイ ― ― 365,454 20.4
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