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1.  平成24年6月期第1四半期の連結業績（平成23年7月1日～平成23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 ％

24年6月期第1四半期 4,500 △9.4 87 △56.7 △86 ― 15 △37.7
23年6月期第1四半期 4,968 63.0 201 ― 125 ― 24 ―

（注）包括利益 24年6月期第1四半期 △466百万円 （―％） 23年6月期第1四半期 △16百万円 （―％）

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6月期第1四半期 1.33 ―
23年6月期第1四半期 2.13 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年6月期第1四半期 19,628 10,566 52.4
23年6月期 20,460 11,092 52.9
（参考） 自己資本   24年6月期第1四半期  10,289百万円 23年6月期  10,822百万円

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  
 

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 ― 2.00 ― 6.00 8.00
24年6月期 ―
24年6月期（予想） 7.00 ― 17.00 24.00

3.  平成24年6月期の連結業績予想（平成23年7月1日～平成24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）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 11,100 9.7 500 △22.4 350 △28.0 340 31.2 29.36
通期 24,000 16.5 1,700 29.4 1,500 28.0 1,100 243.0 94.98



(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  ：  有  

(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
基づく四半期連結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 
本資料に掲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条件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

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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6月期1Q 12,030,685 株 23年6月期 12,030,685 株
② 期末自己株式数 24年6月期1Q 448,698 株 23年6月期 448,648 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年6月期1Q 11,582,020 株 23年6月期1Q 11,582,155 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の深刻化を受け景気が減速してきまし

た。米国では高い失業率や個人消費の減少により景気回復ペースが鈍化してきました。中国を中心としたアジ

アでは堅調な成長を維持しましたが、インフレ進行と金融引き締めを背景に成長率が鈍化しはじめました。 

日本経済は、東日本大震災による深刻な状況から回復の傾向がみられたものの、厳しい雇用情勢や個人消費

の低迷及び円高の継続から全般的に低調に推移しました。 

当社グループが属する抵抗溶接機、レーザ機器及びシステムの市場におきましては、供給過剰である液晶デ

ィスプレー関連業界及び再編が行われたハードディスク関連業界向け売上は低迷しておりますが、自動車関連

業界及び電子部品業界向け売上は堅調に推移いたしました。 

この結果、グループの連結売上高は45億円、前年同四半期に比較して４億68百万円の減収（前年同四半期比

9.4％減）となりました。また利益面につきましては、営業利益は87百万円となり、前年同四半期に比較して１

億14百万円の悪化、経常損失は86百万円で同２億12百万円の悪化、四半期純利益は15百万円で同９百万円の悪

化となりました。 

 

セグメントの業績は次のとおりであります。 

①日本 

売上高は23億90百万円（前年同四半期比25.2％減）、セグメント損失は1億40百万円となり、前年同四半期と

比較して１億50百万円の減益となりました。売上高減少の主な理由は、自動車関連業界への売上は堅調であっ

たものの、供給過剰の液晶ディスプレイ業界及び再編が進んだハードディスク業界への売上が減少したことに

よるものです。売上高の減少に伴い、固定費の回収をすることができず、セグメント損失となりました。 

②米国 

売上高は10億38百万円（前年同四半期比5.7％減）、セグメント利益は80百万円となり、前年同四半期と比較

して14百万円の減益となりました。売上高減少の主な理由は、現地通貨ベースでは抵抗溶接機の自動車関連業

界及び電子部品業界への売上が伸長したものの、売上の伸長以上に前年同四半期比で円高ドル安が進んだこと

によるものです。セグメント利益減少の主な要因は、為替換算による影響及び売上の増加に対応するための人

員の増強によるものです。 

③欧州 

売上高は９億34百万円（前年同四半期比17.9％増）、セグメント利益は22百万円となり、前年同四半期と比

較して25百万円の増益となりました。売上高増加の主な要因は、抵抗溶接機の自動車関連業界及び電子部品業

界の売上が伸長したことによるものです。セグメント利益増加の主な要因は、粗利率の高い抵抗溶接機の売上

が増加したことによるものです。 

④アジア 

売上高は11億14百万円（前年同四半期比18.6％減）、セグメント利益は78百万円となり、前年同四半期と比

較して１億68百万円の減益となりました。売上高の減少の主な要因は、韓国を中心に液晶ディスプレイ業界及

び携帯電話業界への売上が減少したためです。セグメント利益減少の主な要因は、売上高の減少及び戦略的な

人員の増強によるものです。 

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

総資産は、前連結会計年度末に比べて4.1％減少の196億28百万円となりました。これは、主に受取手形及び

売掛金の減少（５億27百万円)、現金及び預金の減少(３億59百万円）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3.3％減少の90億62百万円となりました。これは、主に短期借入金は増加

（５億86百万円）したものの、その他が減少（９億64百万円）したこと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4.7％減少の105億66百万円となりました。これは、主に円高によ

る為替換算調整勘定の減少（４億59百万円）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23年８月19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．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 

該当事項はありません。 

 

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

（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。 

 

(3) 会計方針の変更･会計上の見積りの変更･修正再表示 

該当事項はありません。 
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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30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,548,908 3,189,079

受取手形及び売掛金 5,851,938 5,324,872

有価証券 43,297 41,123

商品及び製品 1,648,019 1,586,934

仕掛品 923,309 1,026,366

原材料及び貯蔵品 1,482,840 1,622,650

その他 969,638 856,093

貸倒引当金 △78,127 △67,433

流動資産合計 14,389,825 13,579,686

固定資産   

有形固定資産 4,064,482 3,990,594

無形固定資産   

のれん 184,729 165,981

その他 716,956 655,982

無形固定資産合計 901,686 821,963

投資その他の資産 1,095,236 1,227,058

固定資産合計 6,061,404 6,039,617

繰延資産 9,576 8,937

資産合計 20,460,806 19,628,241

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,760,846 2,701,926

短期借入金 1,072,880 1,659,480

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 652,172 752,172

未払法人税等 173,336 122,875

賞与引当金 － 136,926

役員賞与引当金 10,880 －

製品保証引当金 152,754 143,300

災害損失引当金 36,980 36,700

その他 2,039,760 1,075,376

流動負債合計 7,099,610 6,828,757

固定負債   

社債 600,000 500,000

長期借入金 1,445,739 1,520,196

退職給付引当金 172,916 160,040

役員退職慰労引当金 9,140 －

その他 41,357 53,215

固定負債合計 2,269,154 2,233,451

負債合計 9,368,764 9,062,209
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成23年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年９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 7,894,024 7,839,897

自己株式 △839,641 △839,672

株主資本合計 12,395,419 12,341,261

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 802 △18,487

為替換算調整勘定 △1,574,037 △2,033,298

その他の包括利益累計額合計 △1,573,235 △2,051,786

新株予約権 228,504 238,256

少数株主持分 41,353 38,299

純資産合計 11,092,042 10,566,031

負債純資産合計 20,460,806 19,628,241
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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７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 4,968,928 4,500,390

売上原価 2,706,170 2,340,205

売上総利益 2,262,758 2,160,185

販売費及び一般管理費 2,061,273 2,072,964

営業利益 201,485 87,220

営業外収益   

受取利息 1,179 1,627

助成金収入 339 4,376

金利スワップ評価益 7,450 6,136

受取賃貸料 6,444 2,516

新株予約権戻入益 4,999 －

その他 4,337 3,021

営業外収益合計 24,750 17,678

営業外費用   

支払利息 24,557 21,026

為替差損 66,269 168,848

その他 9,793 1,460

営業外費用合計 100,621 191,335

経常利益又は経常損失（△） 125,614 △86,436

特別利益   

退職給付制度改定益 － 176,300

特別利益合計 － 176,300

特別損失   

固定資産除売却損 3,982 824

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 21,577 824

税金等調整前四半期純利益 104,037 89,040

法人税等 83,125 74,632

少数株主損益調整前四半期純利益 20,911 14,408

少数株主損失（△） △3,737 △957

四半期純利益 24,649 15,365
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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７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 20,911 14,408

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,173 △19,289

為替換算調整勘定 △36,235 △461,357

その他の包括利益合計 △37,409 △480,647

四半期包括利益 △16,497 △466,239

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △13,194 △463,185

少数株主に係る四半期包括利益 △3,302 △3,054
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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) 追加情報 

(四半期連結貸借対照表関係) 

 役員退職慰労引当金については、既に廃止している取締役に加え、監査役に対する退職慰労金制度を第

40回定時株主総会終結の時をもって廃止することを平成23年８月19日開催の取締役会において決議してお

ります。 

 

(5) セグメント情報等 

〔セグメント情報〕 

Ⅰ 前第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） 

１  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 
（単位：千円） 

報告セグメント 
 

日本 米国 欧州 アジア 計 

調整額 
(注)１ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)２ 

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 セグメント利益又は損失の調整額△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。 

 

２  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

金額的重要性が低いため、記載を省略しています。 

 

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自  平成23年７月１日  至  平成23年９月30日） 

１  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 
（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 

(注)２ 

売上高   

外部顧客への売上高 1,772,678 942,794 897,856 887,061 4,500,390 － 4,500,390

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
618,116 95,346 37,099 227,173 977,735 △977,735 －

計 2,390,794 1,038,141 934,955 1,114,234 5,478,125 △977,735 4,500,390

セグメント利益 

又は損失(△) 
△140,990 80,509 22,369 78,224 40,112 47,107 87,220

(注) １ セグメント利益又は損失の調整額47,107千円は、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。 

 

２  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

金額的重要性が低いため、記載を省略しています。 
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(6) 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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