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1.  平成23年6月期第1四半期の連結業績（平成22年7月1日～平成22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 ％

23年6月期第1四半期 4,968 63.0 201 ― 125 ― 24 ―
22年6月期第1四半期 3,048 △31.9 △617 ― △638 ― △293 ―

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

23年6月期第1四半期 2.13 ―
22年6月期第1四半期 △25.37 ―

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

23年6月期第1四半期 21,215 10,758 49.6 908.60
22年6月期 22,577 10,809 46.8 912.34

（参考） 自己資本   23年6月期第1四半期  10,523百万円 22年6月期  10,566百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金
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

22年6月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00
23年6月期 ―
23年6月期 

（予想）
2.00 ― 6.00 8.00

3.  平成23年6月期の連結業績予想（平成22年7月1日～平成23年6月30日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 
(累計)

10,100 30.9 200 ― 100 ― 50 ― 4.32

通期 21,000 7.2 800 196.9 620 364.5 380 419.2 32.81



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であります。又、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取
引法に基づく四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続を実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因によって予想数値と大き
く異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については、四半期決算短信（添付資料）２ページ１.
当四半期の連結業績等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をご覧下さい。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３「その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 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） 23年6月期1Q  12,030,685株 22年6月期  12,030,685株
② 期末自己株式数 23年6月期1Q  448,530株 22年6月期  448,530株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年6月期1Q  11,582,155株 22年6月期1Q  11,582,291株
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１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

(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世界経済は、欧州の信用不安問題はあるものの、アジア諸国をはじめと

する新興国の成長や各国の景気刺激策の効果もあり、緩やかな景気回復が継続しました。 

日本経済では、アジア向けを中心に輸出及び生産の増加が進展する等、景気は総じて回復してきております

が、円高の進行や雇用情勢の停滞等により、景気の先行きについては依然として不透明な状況が続いておりま

す。 

このような状況の中、当社グループは受注・売上の確保による損益の改善に取り組むとともに、米国、アジ

アを中心に業績の改善・拡大に注力いたしました。 

この結果、グループの連結売上高は49億68百万円（前年同期比63.0％増）となりました。また利益面につき

ましては、営業利益は２億１百万円となり、前年同期に比較して８億18百万円の増加、経常利益は１億25百万

円で同７億64百万円の増加、四半期純利益は24百万円で同３億18百万円の増加となりました。 

 

(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 

総資産は、前連結会計年度末に比べて6.0％減少の212億15百万円となりました。これは、主に受取手形及び

売掛金の減少（10億19百万円）、現金及び預金の減少（３億93百万円）によるものであります。 

負債は、前連結会計年度末に比べて11.1％減少の104億57百万円となりました。これは、支払手形及び買掛金

の減少（６億34百万円）、長期借入金の減少（３億25百万円）及び社債の減少（１億円）によるものでありま

す。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて0.5％減少の107億58百万円となりました。これは、主に円高によ

る為替換算調整勘定の減少（36百万円）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22年８月18日に公表しました業績予想に変更はありません。 
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２．その他の情報 

(1) 重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

① 簡便な会計処理 

（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を主としております。 

また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ、正味売却価額等

を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。営業循環過程から外れた滞留又は処分見込等のたな

卸資産で帳簿価額を処分見込価額まで切り下げているものについては、前連結会計年度以降に著しい変化

がないと認められる限り、前連結会計年度末における貸借対照表価額で計上しております。 

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

（税金費用の計算） 

当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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（資産除去債務に関する会計基準等の適用） 

当第１四半期連結会計期間より「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３

月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の通用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３

月31日）を適用しております。 

なお、当社の資産除去債務は建物等の賃借契約の原状回復義務に関するものであり、当該賃借契約に関

する敷金が資産に計上されていることから、当該資産除去債務の負債計上及びこれに対応する除去費用の

資産計上に代えて、当該敷金の回収が 終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち

過年度及び当期の負担に属する金額を損失及び費用に計上する方法を採用しております。 

これにより営業利益、経常利益がそれぞれ976千円減少し、税金等調整前四半期純利益が17,229千円減少

しております。 
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3. 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22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22年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,420,274 3,814,182

受取手形及び売掛金 6,047,830 7,066,873

有価証券 44,903 47,374

商品及び製品 1,471,863 1,492,802

仕掛品 1,173,894 1,218,648

原材料及び貯蔵品 1,784,511 1,578,389

その他 708,999 672,252

貸倒引当金 △65,245 △57,489

流動資産合計 14,587,032 15,833,033

固定資産   

有形固定資産 4,018,190 4,022,254

無形固定資産   

のれん 248,342 269,546

その他 870,876 931,930

無形固定資産合計 1,119,219 1,201,477

投資その他の資産 1,479,642 1,508,281

固定資産合計 6,617,052 6,732,013

繰延資産 11,491 12,129

資産合計 21,215,575 22,577,177

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,477,264 4,112,240

短期借入金 1,494,400 1,586,000

1年内償還予定の社債 200,000 200,000

1年内返済予定の長期借入金 652,089 652,089

未払法人税等 136,148 116,915

賞与引当金 172,005 －

製品保証引当金 194,603 182,067

その他 1,156,090 1,505,453

流動負債合計 7,482,601 8,354,766

固定負債   

社債 700,000 800,000

長期借入金 1,772,451 2,097,911

退職給付引当金 461,286 470,341

引当金 6,718 5,910

その他 34,193 38,297

固定負債合計 2,974,649 3,412,460

負債合計 10,457,251 11,767,226
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,606,113 1,606,113

資本剰余金 3,734,924 3,734,924

利益剰余金 7,614,128 7,619,607

自己株式 △839,573 △839,573

株主資本合計 12,115,592 12,121,072

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △26,849 △25,675

為替換算調整勘定 △1,565,219 △1,528,549

評価・換算差額等合計 △1,592,069 △1,554,225

新株予約権 204,418 209,418

少数株主持分 30,382 33,685

純資産合計 10,758,324 10,809,950

負債純資産合計 21,215,575 22,577,177
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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21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 3,048,644 4,968,928

売上原価 1,831,520 2,706,170

売上総利益 1,217,123 2,262,758

販売費及び一般管理費 1,834,213 2,061,273

営業利益又は営業損失（△） △617,089 201,485

営業外収益   

受取利息 1,580 1,179

受取配当金 375 －

助成金収入 15,150 339

金利スワップ評価益 － 7,450

受取賃貸料 － 6,444

新株予約権戻入益 － 4,999

その他 15,475 4,337

営業外収益合計 32,581 24,750

営業外費用   

支払利息 28,324 24,557

為替差損 14,744 66,269

その他 10,960 9,793

営業外費用合計 54,029 100,621

経常利益又は経常損失（△） △638,537 125,614

特別利益   

固定資産売却益 23,560 －

受取保険金 51,702 －

特別利益合計 75,262 －

特別損失   

固定資産除売却損 8,466 3,982

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 16,253

その他 － 1,341

特別損失合計 8,466 21,577

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（△）

△571,741 104,037

法人税等 △276,829 83,125

少数株主損益調整前四半期純利益 － 20,911

少数株主損失（△） △1,071 △3,737

四半期純利益又は四半期純損失（△） △293,840 24,649
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(4) セグメント情報 

〔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21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

全セグメントの売上高の合計、営業利益合計額に占める「産業用電気機械器具事業」の割合がいずれも90％

を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

〔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21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

 
日本 

(千円) 

米国 

(千円) 

欧州 

(千円) 

アジア 

(千円) 

計 

(千円) 

消去又は 

全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

売上高   

(1)外部顧客に対する売

上高 
1,240,019 672,832 650,189 485,603 3,048,644 － 3,048,644

(2)セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
344,096 60,084 12,266 126,249 542,697 (542,697) －

計 1,584,115 732,917 662,455 611,853 3,591,342 (542,697) 3,048,644

営業利益又は営業損失

(△) 
△744,816 6,597 △44,259 62,432 △720,045 102,955 △617,089

(注) １ 国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 欧州……ドイツ、オランダ、フランス 

(2) アジア…韓国、中国、台湾、タイ 

 

〔海外売上高〕 

前第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） 

 アメリカ 欧州 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 534,428 639,143 684,677 1,858,250

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － 3,048,644

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
17.5 21.0 22.5 61.0

(注) １ 国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) アメリカ…米国、カナダ、中南米 

(2) 欧州………ドイツ、オランダ、フランス 

(3) アジア……韓国、中国、台湾、タイ 

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。 
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〔セグメント情報〕 

１．報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源

の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものです。 

当社グループは、国内外でレーザ機器及び抵抗溶接機器製品など産業用電気機械器具を生産し、グローバルサ

プライヤーとして世界各国に製品を提供しております。当社及び現地法人は、それぞれ独立した経営単位であ

り、販売する製品並びに販売形態については各地域で戦略、方針及び目標を立案し、事業活動を行っておりま

す。 

したがって、当社の報告セグメントは生産・販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、

「日本」、「米国」、「欧州」(主としてドイツ、オランダ)、「アジア」(主として中国、韓国)の４つを報告セ

グメントとしております。 

 

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第１四半期連結累計期間（自  平成22年７月１日  至  平成22年９月30日） 

（単位：千円） 

報告セグメント 
 

日本 米国 欧州 アジア 合計 

調整額 

（注１） 

四半期連結

損益計算書

計上額 

売上高    

外部顧客への売 

上高 
2,118,233 1,039,156 776,033 1,035,505 4,968,928 － 4,968,928

セグメント間の 

内部売上高又は 

振替高 

1,079,867 61,653 16,754 332,823 1,491,097 △1,491,097 －

計 3,198,100 1,100,809 792,788 1,368,328 6,460,026 △1,491,097 4,968,928

セグメント利益 

又は損失(△) 
9,997 94,718 △2,912 246,893 348,696 △147,211 201,485

(注) １ セグメント利益の調整額△147,211千円は、セグメント間取引消去によるものであります。 

２ セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

 

（追加情報） 

当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平

成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

20号 平成20年３月21日）を適用しております。 

 

(5) 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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