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1.  平成24年6月期第2四半期の連結業績（平成23年7月1日～平成23年12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 ％

24年6月期第2四半期 9,505 △6.1 476 △26.0 325 △33.1 122 △52.8
23年6月期第2四半期 10,121 31.2 644 ― 486 ― 259 ―

（注）包括利益 24年6月期第2四半期 △308百万円 （―％） 23年6月期第2四半期 81百万円 （―％）

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2四半期 10.57 ―
23年6月期第2四半期 22.37 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年6月期第2四半期 20,831 10,733 50.1
23年6月期 20,460 11,092 52.9
（参考） 自己資本   24年6月期第2四半期  10,446百万円 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  
配当予想の修正については、平成24年２月６日に公表いたしました「業績予想の修正及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

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 ― 5.00
24年6月期（予想） ― 13.00 18.00

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、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
連結業績予想の修正については、平成24年２月６日に公表いたしました「業績予想の修正及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

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 21,000 1.9 1,500 14.2 1,300 11.0 750 133.8 64.76



(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  
（注）詳細は、添付資料P.３「２.サマリー情報(その他)に関する事項(２)四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(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.当四半期決算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2Q 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2Q 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2Q 11,582,003 株 23年6月期2Q 11,582,138 株
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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 

当第２四半期連結累計期間における世界経済は、欧州の一部の国の財政悪化、中国の金融引き締め、韓国の

ＧＤＰ成長率の減少、タイの洪水被害など厳しい状況が継続しました。 

日本経済は、東日本大震災による個人消費や企業活動の落ち込みから一部で回復の兆しがみられるものの、

株式市場の低迷、急激な円高などの影響により総じて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、液晶ディスプレイ関連

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95億５百万円、前年同四半期に比較して６億15百万円の減収（前年同四

半期比6.1％減）となりました。また利益面につきましては、営業利益は４億76百万円となり、前年同四半期に

比較して１億67百万円の悪化、経常利益は３億25百万円で同１億60百万円の悪化、税制改正における法人税率

引き下げ及び欠損金の繰越控除限度額の改正等を受け、繰延税金資産の取り崩しにより税金費用が増加し、四

半期純利益は１億22百万円で同１億36百万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51億46百万円（前年同四半期比16.9％減）、セグメント利益は25百万円となり、前年同四半期に比

較して20百万円の増益となりました。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、アジアへの輸出、特に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、及び携帯

電話業界への売上が減少したことによるものであります。セグメント利益増加の主な要因は、人件費等の固定

費の削減効果によるものであります。 

②米国 

売上高は23億22百万円（前年同四半期比1.2％減）、セグメント利益は2億23百万円となり、前年同四半期に

比較して28百万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

ことによるものであります。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あります。 

③欧州 

売上高は19億円（前年同四半期比2.6％増）、セグメント利益は１億34百万円となり、前年同四半期に比較し

て73百万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あります。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あります。 

④アジア 

売上高は22億27百万円（前年同四半期比17.0％減）、セグメント利益は１億29百万円となり、前年同四半期

に比較して3億22百万円の減益となりました。売上高減少の主な要因は、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こと、及び中国の金融引き締めの影響により売上が減少したことによるも

のであります。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ありま

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較して1.8％増加の208億31百万円となりました。これは、主に流動資産の

その他が減少（１億41百万円)したものの、たな卸資産が増加（３億91百万円）したことや現金及び預金が増加

（２億70百万円）したことによるものであります。 

負債は、前連結会計年度末に比較して7.8％増加の100億98百万円となりました。これは、主に流動負債のそ

の他が減少（８億68百万円）したものの、短期借入金が増加（14億35百万円）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較して3.2％減少の107億33百万円となりました。これは、主に円高に

よる為替換算調整勘定の減少（４億21百万円）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 

通期の業績予想につきましては、平成23年11月８日に公表しました予想数値を修正しております。詳細につ

きましては平成24年２月６日公表の「業績予想の修正及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照くださ

い。 
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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２四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,548,908 3,819,338

受取手形及び売掛金 5,851,938 5,782,535

有価証券 43,297 41,725

商品及び製品 1,648,019 1,550,545

仕掛品 923,309 1,072,910

原材料及び貯蔵品 1,482,840 1,822,407

その他 969,638 828,373

貸倒引当金 △78,127 △66,299

流動資産合計 14,389,825 14,851,537

固定資産   

有形固定資産 4,064,482 4,090,466

無形固定資産   

のれん 184,729 147,232

その他 716,956 633,081

無形固定資産合計 901,686 780,314

投資その他の資産 1,095,236 1,101,309

固定資産合計 6,061,404 5,972,090

繰延資産 9,576 8,299

資産合計 20,460,806 20,831,927

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,760,846 2,792,036

短期借入金 1,072,880 2,507,899

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 173,336 211,298

賞与引当金 － 35,971

役員賞与引当金 10,880 －

製品保証引当金 152,754 147,630

災害損失引当金 36,980 32,747

その他 2,039,760 1,171,170

流動負債合計 7,099,610 7,850,926

固定負債   

社債 600,000 500,000

長期借入金 1,445,739 1,519,653

退職給付引当金 172,916 160,610

役員退職慰労引当金 9,140 －

その他 41,357 66,926

固定負債合計 2,269,154 2,247,189

負債合計 9,368,764 10,098,115
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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２四半期連結会計期間 
(平成23年12月31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 7,946,898

自己株式 △839,641 △839,672

株主資本合計 12,395,419 12,448,262

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 802 △5,452

為替換算調整勘定 △1,574,037 △1,995,933

その他の包括利益累計額合計 △1,573,235 △2,001,386

新株予約権 228,504 247,890

少数株主持分 41,353 39,044

純資産合計 11,092,042 10,733,811

負債純資産合計 20,460,806 20,831,927
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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２四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 10,121,949 9,505,967

売上原価 5,366,606 4,862,779

売上総利益 4,755,343 4,643,187

販売費及び一般管理費 4,111,293 4,166,321

営業利益 644,050 476,865

営業外収益   

受取利息 2,645 4,007

受取配当金 1,760 1,592

助成金収入 17,520 5,643

金利スワップ評価益 14,138 11,743

受取賃貸料 － 5,032

その他 20,913 12,567

営業外収益合計 56,978 40,587

営業外費用   

支払利息 46,697 42,481

為替差損 137,409 142,930

その他 30,915 6,890

営業外費用合計 215,023 192,303

経常利益 486,005 325,149

特別利益   

固定資産売却益 1,495 1,709

退職給付制度改定益 － 176,300

その他 － 3,953

特別利益合計 1,495 181,963

特別損失   

固定資産除売却損 9,847 3,002

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 16,253 －

訴訟和解金 7,000 －

その他 1,341 －

特別損失合計 34,442 3,002

税金等調整前四半期純利益 453,058 504,110

法人税等 189,795 381,737

少数株主損益調整前四半期純利益 263,263 122,372

少数株主利益 4,120 6

四半期純利益 259,142 122,366
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 四半期連結包括利益計算書 
 第２四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 263,263 122,372

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 16,779 △6,254

為替換算調整勘定 △198,171 △424,211

その他の包括利益合計 △181,392 △430,466

四半期包括利益 81,870 △308,093

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 78,007 △305,784

少数株主に係る四半期包括利益 3,863 △2,309
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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) 

 平成23年８月19日開催の取締役会において、既に廃止している取締役に対する退職慰労金制度に加え、

監査役に対する退職慰労金制度についても廃止することを決議し、平成23年９月28日開催の定時株主総会

終結の時をもって廃止しております。 

 

(5) セグメント情報等 

〔セグメント情報〕 

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自  平成22年７月１日  至  平成22年12月31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 4,087,656 2,185,057 1,815,607 2,033,627 10,121,949 － 10,121,949

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
2,103,861 166,200 36,997 650,282 2,957,342 △2,957,342 －

計 6,191,518 2,351,258 1,852,604 2,683,909 13,079,291 △2,957,342 10,121,949

セグメント利益 5,594 251,980 60,820 452,256 770,652 △126,601 644,050

(注) １ セグメント利益の調整額△126,601千円は、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２四半期連結累計期間（自  平成23年７月１日  至  平成23年12月31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 3,961,935 2,039,281 1,800,529 1,704,220 9,505,967 － 9,505,967

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
1,185,028 283,183 99,999 523,436 2,091,648 △2,091,648 －

計 5,146,963 2,322,465 1,900,529 2,227,656 11,597,615 △2,091,648 9,505,967

セグメント利益 25,898 223,941 134,334 129,713 513,887 △37,022 476,865

(注) １ セグメント利益の調整額△37,022千円は、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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