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1.  平成23年6月期第3四半期の連結業績（平成22年7月1日～平成23年3月31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3四半期 3,712 49.3 △698 ― △758 ― △812 ―

22年6月期第3四半期 2,486 △59.8 △607 ― △549 ― △892 ―

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3四半期 △116.78 ―

22年6月期第3四半期 △128.26 ―

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3四半期 10,540 3,365 29.8 451.69
22年6月期 8,906 4,210 44.7 571.56

（参考） 自己資本   23年6月期第3四半期  3,142百万円 22年6月期  3,976百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  有  
 

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 ― 8.00 8.00
23年6月期 ― 0.00 ―

23年6月期 
（予想）

5.00 5.00

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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  有  
 

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 6,400 70.4 △640 ― △700 ― △750 ― △107.79



(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きの対象であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表に対
する四半期レビューは終了しております。 

※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は、本資料の発表日時点において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は様々な要因によって、予
想数値と異なる場合があります。なお、業績予想に関する事項は、【添付資料】３ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】３ページ「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3Q  6,959,600株 22年6月期  6,959,600株

② 期末自己株式数 23年6月期3Q  1,721株 22年6月期  1,643株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年6月期3Q  6,957,939株 22年6月期3Q  6,958,000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３四半期連結累計期間における我が国経済は、中国など新興国の経済成長に伴う輸出や生産の増加が牽引

力となり、企業収益が改善するなど、景気回復の兆しも見られましたが、東日本大震災の影響により弱い動きと

なっており、また、雇用情勢の悪化懸念や、円高・株安・デフレ経済の進行により、依然として先行きは不透明

なままであります。 

こうした状況下、当社グループにおきましては、新製品の開発や販売拡大、トータルコストダウンの実施や強

化に取り組んで参りました。しかしながら、売上高は回復傾向ではあるものの、価格競争の激化や円高の影響に

より厳しい状況で推移いたしました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高 3,712 百万円（前年同四半期比 49.3％増）、営業損失

698 百万円（前年同四半期は 607 百万円の損失）、経常損失 758 百万円（前年同四半期は 549 百万円の損失）、四

半期純損失 812 百万円（前年同四半期は 892 百万円の損失）となりました。 

 セグメントの業績は、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は増加したものの、一部案件の製造原価の増加等により利益計上には及ばず、

売上高 2,449 百万円、営業損失 246 百万円となりました。 

（建材機械事業） 

 海外向け合板プレス・合板機械の売上高、利益が減少したことにより、売上高 496 百万円、営業損失 8百万

円となりました。 

（ＰＶ事業） 

 太陽電池市場の世界的な成長を背景に、受注高及び売上高は増加したものの、新工場完成の遅延等により、

売上高 535 百万円、営業損失 381 百万円となりました。 

（ＥＤＬＣ事業） 

 コストの削減と販売活動の強化に努めましたが、販売単価下落と円高により、売上高 149 百万円、営業損失

66 百万円となりました。 

（その他） 

 国内向け油圧機器の設備投資減少が続くなか、コスト削減に努め、売上高 82 百万円、営業利益 10 百万円と

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） 

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は 10,540 百万円となり、前連結会計年度末に比べて 1,634 百万円の

増加となりました。増加の主なものは、建物及び構築物 400 百万円、土地 302 百万円、リース資産 1,327 百万

円、受取手形及び売掛金 295 百万円、たな卸資産 321 百万円であり、減少の主なものは現金及び預金 1,175 百

万円であります。 

（負 債） 

 負債は 7,175 百万円となり、前連結会計年度末に比べて 2,479 百万円の増加となりました。増加の主なもの

は、長期借入金 768 百万円（うち１年内返済予定の長期借入金 114 百万円）、リース債務 1,234 百万円（うち

１年内返済予定のリース債務 264 百万円）、支払手形及び買掛金 575 百万円であり、減少の主なものは短期借

入金 290 百万円であります。なお、１年内返済予定の長期借入金・１年内返済予定のリース債務は、流動負債

のその他に含めて表示しております。 

（純資産） 

 少数株主持分を含めた純資産は 3,365 百万円となり、前連結会計年度末に比べて 845 百万円の減少となりま

した。これは主に、四半期純損失 812 百万円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 1,125 百万円となり、

前連結会計年度末に比べ 1,175 百万円の減少となりました。 

 当第３四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、使用した資金は 594 百万円（前年同四半期は 109 百万円の使用）となりました。これは

税金等調整前四半期純損失 806 百万円の計上に減価償却費 173 百万円、仕入債務の増加 575 百万円と、売上

債権の増加 295 百万円、たな卸資産の増加 309 百万円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 1,684 百万円（前年同四半期は 295 百万円の使用）となりました。これ

は主に、有形固定資産の取得による支出 1,687 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、取得した資金は 1,143 百万円（前年同四半期は 259 百万円の取得）となりました。収入

の主なものは、短期借入れによる収入 2,086 百万円、長期借入れによる収入 800 百万円、セール・アンド・

リースバックによる収入936百万円であり、支出の主なものは、短期借入金の返済による支出2,376百万円、

リース債務の返済による支出 211 百万円、配当金の支払額 55 百万円であります。 

 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

 経営環境等を勘案して通期の業績予想の見直しを行い、平成 23 年 2月 10 日発表の予想を修正いたしました。 

 詳細につきましては、本日発表の「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

 

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 

（一般債権の貸倒見積高の算定方法） 

 当第３四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、前連結会計年度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。 

（たな卸資産の評価方法） 

 当第３四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、第２四半期連結会計期間末の実地

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。 

（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。 

② 特有の会計処理 

（税金費用の計算） 

 税金費用については、当第３四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) 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の適用） 

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適用指針」（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。 

これにより、営業損失、経常損失は 468 千円増加し、税金等調整前四半期純損失は 4,673 千円増加しており

ます。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は 7,193 千円であります。 
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 (4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

当社グループは、前連結会計年度において、売上高は前連結会計年度比 53.2％の 3,756 百万円と著しく減少

し、当期純損失 1,818 百万円を計上いたしました。また、当第３四半期連結累計期間において売上高は回復傾向

にあるものの、ＰＶ事業において新工場での営業生産の開始が計画より遅れたこと、産業機械事業において一部

案件の製造原価が増加したことや、円高等の影響により、営業損失 698 百万円を計上しております。 

これらの状況により、前連結会計年度に引き続き、継続企業の前提に関する重要事象等が存在しております。 

そこで、当社グループは当該状況を解消すべく、次の施策を実施しております。 

産業機械事業は、当四半期までは一部案件の製造原価の増加と新製品に対する手直し費用の発生等で赤字計上

となりました。しかし、今後の売上計上予定案件については受注状況が好転しており、利益率は改善する見込み

です。今後は更に個別案件毎の予算管理体制を強化し、製造原価の積算を厳格に行い粗利益率の改善に努めます。

また、新規開発したソーラーパネル用多段式ラミネータ装置やプリプレグ切断装置の国内外への販路拡大を図っ

てまいります。 

建材機械事業は、国内の当社製品納入先が東日本大震災で被害を受けており、被災各社への支援と受注活動を

行っております。海外向けでは日本の原発事故の影響でプレス機受注の決定が延期しておりますが、今後は国内

外ともに合板プレス・合板機械の受注回復が見込まれます。また、新開発の脱水プレス機の引き合いも増加して

おり、販売価格の見直しと納期の短縮を図る等、受注の拡大に注力してまいります。 

ＰＶ事業は、新工場において当四半期に営業生産開始予定でしたが、一部設備の不具合もあり、事業開始が遅

れました。現在早期に生産を軌道に乗せるとともに、国内外の客先からの受注獲得に努めております。今後、太

陽電池市場の需要拡大は見込まれますが、太陽光発電パネルの市場競合激化も予想されるため、早期に上記対策

の実現を図ります。 

ＥＤＬＣ事業は、販売価格の低下と円高傾向が続き赤字計上となりましたが、現況はスマートフォン向け等の

需要拡大により新規顧客の獲得が進み受注量が増加しております。また、在庫の消化が進んだことにより第４四

半期から生産を再開し、売上高の拡大を目指しております。ただし、引き続き市場動向は厳しい状況が見込まれ

る為、更なるコストの削減と販売個数の拡大に努めて黒字転換を目指します。  

また、全ての事業において、人員配置の適正化を図ることにより、業務の効率化、固定費削減等に努めており

ます。 

 以上のような施策を実施し、収益性の改善と財務体質の強化を図っており、今後１年間の資金計画等も勘案し

た結果、当社グループは継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。 
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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３四半期連結会計期間末
(平成23年３月31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 1,126,220 2,301,515

受取手形及び売掛金 1,909,722 1,613,763

商品及び製品 440,255 104,148

仕掛品 750,976 908,303

原材料及び貯蔵品 413,378 270,357

その他 326,039 199,969

貸倒引当金 △1,479 △1,673

流動資産合計 4,965,113 5,396,384

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,167,529 767,330

土地 1,866,619 1,564,091

リース資産（純額） 1,329,929 －

その他（純額） 503,461 471,185

有形固定資産合計 4,867,539 2,802,607

無形固定資産 61,681 70,244

投資その他の資産   

その他 848,469 839,348

貸倒引当金 △202,139 △202,281

投資その他の資産合計 646,330 637,066

固定資産合計 5,575,550 3,509,919

資産合計 10,540,664 8,906,303

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,508,586 932,892

短期借入金 1,621,500 1,911,500

未払法人税等 8,933 11,747

賞与引当金 43,386 24,863

役員賞与引当金 4,500 5,000

製品保証引当金 11,810 12,050

受注損失引当金 83,368 7,239

損害賠償引当金 2,430 13,910

その他 1,122,441 693,163

流動負債合計 4,406,957 3,612,367

固定負債   

長期借入金 1,154,470 500,000

リース債務 974,242 3,916

退職給付引当金 320,762 294,683

役員退職慰労引当金 249,995 242,380

その他 68,792 42,262

固定負債合計 2,768,263 1,083,241

負債合計 7,175,220 4,695,608
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年３月31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 1,250,830 1,250,830

資本剰余金 1,256,565 1,256,565

利益剰余金 612,388 1,480,575

自己株式 △1,086 △1,064

株主資本合計 3,118,696 3,986,906

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 24,082 △10,027

評価・換算差額等合計 24,082 △10,027

少数株主持分 222,664 233,815

純資産合計 3,365,443 4,210,694

負債純資産合計 10,540,664 8,906,303
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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21年７月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 2,486,395 3,712,963

売上原価 2,429,089 3,702,326

売上総利益 57,306 10,637

販売費及び一般管理費 664,399 709,186

営業損失（△） △607,093 △698,549

営業外収益   

受取利息 815 273

受取配当金 2,572 2,090

雇用調整助成金 86,594 20,253

その他 9,332 5,625

営業外収益合計 99,314 28,243

営業外費用   

支払利息 14,897 31,774

為替差損 9,981 56,425

休止固定資産減価償却費 9,360 －

その他 7,814 52

営業外費用合計 42,054 88,252

経常損失（△） △549,832 △758,558

特別利益   

固定資産売却益 434 160

製品保証引当金戻入額 6,170 860

貸倒引当金戻入額 192 576

特別利益合計 6,796 1,596

特別損失   

前期損益修正損 33,023 －

固定資産売却損 251 108

固定資産除却損 111 40

減損損失 217,560 －

投資有価証券評価損 － 44,689

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 4,205

特別損失合計 250,946 49,043

税金等調整前四半期純損失（△） △793,982 △806,005

法人税等 96,395 12,469

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △818,474

少数株主利益又は少数株主損失（△） 2,039 △5,951

四半期純損失（△） △892,416 △812,523
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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21年７月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成23年３月31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（△） △793,982 △806,005

減価償却費 323,265 173,350

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,723 18,522

退職給付引当金の増減額（△は減少） 32,273 26,079

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,675 7,615

受注損失引当金の増減額（△は減少） 1,000 76,128

損害賠償引当金の増減額（△は減少） － △11,480

減損損失 217,560 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 9,305 △193

受取利息及び受取配当金 △3,387 △2,364

支払利息 14,897 31,774

為替差損益（△は益） △5,646 39,945

固定資産売却損益（△は益） △183 △52

固定資産除却損 111 40

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 4,205

雇用調整助成金 － △20,253

投資有価証券評価損益（△は益） － 44,689

売上債権の増減額（△は増加） 261,314 △295,959

たな卸資産の増減額（△は増加） △449,099 △309,971

仕入債務の増減額（△は減少） 85,271 575,694

前受金の増減額（△は減少） 178,638 △28,944

未払金の増減額（△は減少） 11,870 △29,953

その他 △99,305 △65,408

小計 △205,698 △572,539

利息及び配当金の受取額 3,370 2,390

利息の支払額 △14,904 △32,201

雇用調整助成金の受取額 － 29,838

法人税等の支払額 △88,475 △23,835

法人税等の還付額 196,192 1,548

営業活動によるキャッシュ・フロー △109,515 △594,798

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 － △12,700

定期預金の払戻による収入 － 12,000

有形固定資産の取得による支出 △203,087 △1,687,908

有形固定資産の売却による収入 1,647 1,313

無形固定資産の取得による支出 △49,439 △5,308

投資有価証券の取得による支出 △40,561 △1,740

貸付けによる支出 － △20,000

貸付金の回収による収入 － 23,000

その他の支出 △7,195 △237

その他の収入 3,363 7,133

投資活動によるキャッシュ・フロー △295,271 △1,684,447
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成23年３月31日) 

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 696,500 2,086,500

短期借入金の返済による支出 △256,500 △2,376,500

長期借入れによる収入 － 800,000

長期借入金の返済による支出 △65,950 △31,356

自己株式の取得による支出 － △22

セール・アンド・リースバックによる収入 － 936,646

リース債務の返済による支出 － △211,207

配当金の支払額 △104,370 △55,663

少数株主への配当金の支払額 △10,400 △5,200

財務活動によるキャッシュ・フロー 259,280 1,143,196

現金及び現金同等物に係る換算差額 5,646 △39,945

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △139,860 △1,175,994

現金及び現金同等物の期首残高 2,262,099 2,301,515

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,122,239 1,125,520
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

 当第３四半期連結累計期間（自 平成 22 年７月１日 至 平成 23 年３月 31 日） 

  該当事項はありません。 
 

(5) セグメント情報等 

 【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 21 年７月１日 至 平成 22 年３月 31 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 

1,259,212 
 

722 

571,524 
 

－ 

258,447

355

125,672

－

142,698

－

128,839

23,997

2,486,395 
 

25,074 

 
－ 

 
( 25,074)

2,486,395

－

計 1,259,934 571,524 258,802 125,672 142,698 152,837 2,511,469 ( 25,074) 2,486,395

営業利益又は営業損失(△) △211,904 29,128 △57,375 △263,067 △77,765 △21,142 △602,128 (  4,965) △607,093

 (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 
 

 【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 21 年７月１日 至 平成 22 年３月 31 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。 
 

 【海外売上高】 

   前第３四半期連結累計期間（自 平成 21 年７月１日 至 平成 22 年３月 31 日）      （単位：千円） 

 アジア ロシア 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 

1,114,265 

－ 

 
44.8％ 

195,170 

－ 

 
7.9％ 

1,309,435 

2,486,395 

 
52.7％ 

 (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 

    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】 

（追加情報） 

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。  

 

１．報告セグメントの概要 

 当社のセグメントは、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あります。 

当社グループは、商品・サービス別に事業部及び主要連結子会社を置き、各事業部及び主要連結子会社は

取り扱う商品・サービスについて戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

 従って、当社グループは事業部及び主要連結子会社を基礎とした商品・サービス別事業セグメントから構

成されており、「産業機械事業」「建材機械事業」「ＰＶ事業」「ＥＤＬＣ事業」の４つを報告セグメントとし

ております。 

 なお、従来から「ソーラーシステム事業」という名称を使用しておりました報告セグメントにつきまし

て、当第３四半期会計期間からこれを「ＰＶ事業（Photovoltaic：太陽光発電）」に変更しております。変

更は名称のみであり、これによる報告セグメントの損益に与える影響はありません。 

「産業機械事業」は基板プレス・新素材プレス・ＦＡ機械・搬送機械・ラミネータ装置等、「建材機械事

業」は合板プレス・合板機械等、「ＰＶ事業」は太陽光発電用シリコンウェハー、「ＥＤＬＣ事業」は電気二

重層キャパシタを製造販売しております。 

 

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３四半期連結累計期間（自 平成 22 年７月１日 至 平成 23 年３月 31 日）      （単位：千円） 

報告セグメント 
 産業機械 

事 業 
建材機械 
事 業 

ＰＶ事業
ＥＤＬＣ
事 業

計 
その他 合 計 調整額 

四半期連結
損益計算書
計 上 額

売 上 高 

外部顧客に対する 

売上高 

セグメント間の内部

売上高又は振替高 

2,449,321 
 

2,564 

496,612 
 

－ 

535,064

－

149,186

11

3,630,184

2,576

82,778

45,046

3,712,963 
 

47,622 

－ 
 

△47,622 

3,712,963

－

計 2,451,886 496,612 535,064 149,198 3,632,761 127,824 3,760,585 △47,622 3,712,963

セグメント利益又は損失(△) △246,059 △8,599 △381,099 △66,291 △702,050 10,423 △691,626 △6,922 △698,549

（注）１．その他の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、その他の事業（油圧機器等）

を含んでおります。 

   ２．セグメント利益又は損失の調整額は、主にセグメント間取引の消去であります。 

   ３．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損失と調整を行っております。 

 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 当第３四半期連結累計期間（自 平成 22 年７月１日 至 平成 23 年３月 31 日） 

 該当事項はありません。 
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