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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年6月21日～平成23年9月20日） 

（注） 当社は、平成24年3月期より決算期を6月20日から3月31日に変更しております。詳細につきましては、平成23年7月29日発表の「決算期変更及び定款一
部変更に関するお知らせ」をご参照ください。 

(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 ％

24年3月期第1四半期 1,509 63.0 207 ― 195 ― 185 ―
23年6月期第1四半期 926 205.2 △62 ― △67 ― △153 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 160百万円 （―％） 23年6月期第1四半期 △95百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 28.04 ―
23年6月期第1四半期 △23.10 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 8,229 4,605 56.0
23年6月期 7,834 4,491 57.3
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  4,605百万円 23年6月期  4,491百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
（注） 当社は、決算期を6月20日から3月31日に変更しております。このため、決算期変更の経過期間となる平成24年3月期は9ヶ月11日間の変則決算となりま
す。 

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

23年6月期 ― 7.00 ― 7.00 14.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 10.00 ― 5.00 15.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年6月21日～平成24年3月31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）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
（注） 平成24年３月期は決算期変更の経過期間となることから、通期については９ヶ月11日間（平成23年６月21日～平成24年３月31日）の予想数値を記載して
おります。このため、通期の対前期増減率については記載しておりません。 

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) 3,611 40.7 338 181.5 328 203.0 97 481.2 14.65
通期 5,489 ― 631 ― 616 ― 384 ― 57.97



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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、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
四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※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見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している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、実際
の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期
決算短信(添付資料)P3「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 7,028,000 株 23年6月期 7,028,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 399,294 株 23年6月期 399,242 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 6,628,729 株 23年6月期1Q 6,628,758 株
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当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、サプライチェーンの回復等から着実な持ち直し傾

向がみられるものの、歴史的円高や不安定な海外経済動向により、全体として回復テンポが緩やかに推

移いたしました。 

工作機械業界におきましては、平成23年8月の工作機械受注総額が平成22年12月以来1,000億円を下回

り989億円となりましたが、前年同期比は21ヵ月連続で増加し、依然として高水準が続いております。

内需では主として自動車向け設備が活況となり、平成23年8月の月次受注総額は375億円を記録いたしま

した。一方、外需では中国の金融引き締めが設備投資に影響し、平成23年8月の月次受注総額は613億円

となりました。 

このような状況の下、当社グループは、生産を中心とした継続的な業務システムの改善、生産態勢の

再構築及び継続的な人事制度改革を行うことで、業務改善に努めてまいりました。また、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や産学連携のアプローチとして東京大学と

「J.MONO-LABプロジェクト」を継続的に行い、新市場及び新事業の創造に取り組んでまいりました。 

この結果、当社グループは、当第１四半期連結累計期間において、売上高は1,509百万円(前年同期比

63.0％増)、営業利益は207百万円(前年同期は62百万円の営業損失)、経常利益は195百万円(前年同期は

67百万円の経常損失)となり、四半期純利益は185百万円(前年同期は153百万円の四半期純損失)となり

ました。 

品目別の業績を示すと、次のとおりであります。 

(金型関連研削盤) 

中国地域を中心とした海外市場において、堅調に推移いたしましたが、売上高は479百万円(前年同期

比14.6％減)となりました。 

(切削工具関連研削盤) 

国内市場及び東南アジアを中心として前年同期を大きく上回り順調に推移いたしました。この結果、

売上高は824百万円(前年同期比271.9％増)となりました。 

(その他の機械) 

ＮＣプロッター（作図機）を中心として堅調に推移し、売上高は20百万円(前年同期比107.4％増)と

なりました。 

(アフターサービス) 

アフターサービス(有償修理)及びメンテナンス部品については、継続的な回復基調を受けて、売上高

は184百万円(前年同期比39.0％増)となりました。 

  

総資産は、前連結会計年度末に比べ394百万円増加し、8,229百万円となりました。これは、主として

現金及び預金が617百万円、原材料及び貯蔵品が254百万円、建物及び構築物(純額)が137百万円増加

し、受取手形及び売掛金が595百万円減少したことなどによります。 

負債は、前連結会計年度末に比べ281百万円増加し、3,624百万円となりました。これは、主として長

期借入金が148百万円増加したことなどによります。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ113百万円増加し、4,605百万円となりました。これは、主と

して利益剰余金が139百万円増加したことなどによります。 

  

１．当四半期決算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

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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平成24年３月期通期の業績予想につきましては、平成23年７月29日に公表いたしました業績予想に変

更はございません。なお、平成24年３月期の業績の見通しにつきましては、決算期変更に伴い９ヶ月11

日間(平成23年６月21日～平成24年３月31日)の決算を予定して見込んでおります。 

  

該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

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

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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）

前連結会計年度 
(平成23年６月20日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年９月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,038,651 1,656,640

受取手形及び売掛金 2,572,179 1,976,467

商品及び製品 37,556 83,189

仕掛品 791,769 798,787

原材料及び貯蔵品 494,187 749,026

繰延税金資産 219,731 219,731

その他 79,301 92,765

貸倒引当金 △768 △65

流動資産合計 5,232,609 5,576,544

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 891,833 1,028,929

機械装置及び運搬具（純額） 286,339 269,234

土地 890,892 894,302

建設仮勘定 52,500 －

その他（純額） 52,124 50,633

有形固定資産合計 2,173,689 2,243,099

無形固定資産 11,864 12,132

投資その他の資産   

投資有価証券 264,790 245,424

その他 154,701 155,834

貸倒引当金 △3,088 △3,542

投資その他の資産合計 416,403 397,716

固定資産合計 2,601,957 2,652,949

資産合計 7,834,567 8,229,493
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年６月20日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年９月20日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 542,980 592,760

短期借入金 600,000 600,000

1年内償還予定の社債 － 600,000

1年内返済予定の長期借入金 399,808 444,808

未払法人税等 20,085 14,280

役員賞与引当金 40,000 －

その他 292,925 372,913

流動負債合計 1,895,799 2,624,762

固定負債   

社債 600,000 －

長期借入金 614,774 763,572

退職給付引当金 88,644 93,210

長期未払金 139,740 138,760

その他 3,987 3,715

固定負債合計 1,447,145 999,257

負債合計 3,342,945 3,624,020

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 3,170,275 3,309,747

自己株式 △310,636 △310,664

株主資本合計 4,584,182 4,723,627

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △12,780 △32,146

為替換算調整勘定 △79,780 △86,007

その他の包括利益累計額合計 △92,561 △118,153

純資産合計 4,491,621 4,605,473

負債純資産合計 7,834,567 8,229,493
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
 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22年６月21日 
 至 平成22年９月20日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年６月21日 
 至 平成23年９月20日) 

売上高 926,217 1,509,882

売上原価 606,570 857,011

売上総利益 319,646 652,870

販売費及び一般管理費 382,197 445,040

営業利益又は営業損失（△） △62,550 207,829

営業外収益   

受取利息 218 125

受取配当金 4,301 4,364

受取賃貸料 668 1,773

助成金収入 2,235 －

その他 2,204 1,526

営業外収益合計 9,628 7,790

営業外費用   

支払利息 13,230 9,164

為替差損 1,367 11,186

その他 244 244

営業外費用合計 14,842 20,595

経常利益又は経常損失（△） △67,764 195,024

特別利益   

固定資産売却益 16,007 600

貸倒引当金戻入額 9 －

特別利益合計 16,016 600

特別損失   

固定資産売却損 － 26

投資有価証券評価損 100,048 －

その他 24 2

特別損失合計 100,073 29

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（△）

△151,821 195,595

法人税、住民税及び事業税 1,330 9,722

法人税等合計 1,330 9,722

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△153,151 185,873

四半期純利益又は四半期純損失（△） △153,151 185,873
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 四半期連結包括利益計算書 
 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22年６月21日 
 至 平成22年９月20日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年６月21日 
 至 平成23年９月20日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△153,151 185,873

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 68,414 △19,365

為替換算調整勘定 △10,420 △6,226

その他の包括利益合計 57,994 △25,592

四半期包括利益 △95,157 160,280

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △95,157 160,280

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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