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(百万円未満切捨て)

１．平成25年５月期第１四半期の連結業績（平成24年６月１日～平成24年８月31日）

（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 ％

25年５月期第１四半期 512 △29.9 △80 ― △87 ― △91 ―

24年５月期第１四半期 731 109.3 31 ― 20 ― 17 ―

(注) 包括利益 25年５月期第１四半期 △91百万円(―％) 24年５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

25年５月期第１四半期 △9. 40 ―

24年５月期第１四半期 1. 81 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年５月期第１四半期 3,483 1,141 32.8

24年５月期 3,757 1,232 32.8

(参考) 自己資本 25年５月期第１四半期 1,141百万円 24年５月期 1,232百万円

２．配当の状況

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

24年５月期 ― 0. 00 ― 0. 00 0. 00

25年５月期 ―

25年５月期(予想) 0. 00 ― 0. 00 0. 00

３．平成25年５月期の連結業績予想（平成24年６月１日～平成25年５月31日）
(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

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) 1,360 △5.5 10 △70.2 △3 ― △7 ― △0. 79

通期 2,850 8.6 119 368.4 90 ― 80 166.0 8. 30



  

 

 

 
  

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が、この四

半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続は終了しておりま

す。 

  

  

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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありま

せん。また、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、添付資料２ページ「連結業績予想に関

する定性的情報」をご覧ください。  

  

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

  新規  ―社 (社名)          、除外  ―社 (社名)

（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
 

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 有

④ 修正再表示 ： 無

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年５月期１Ｑ 10,200,000株 24年５月期 10,200,000株

② 期末自己株式数 25年５月期１Ｑ 468,252株 24年５月期 467,852株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年５月期１Ｑ 9,731,848株 24年５月期１Ｑ 9,734,962株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災後の復興需要を背景に企業の生産活

動は持ち直し傾向にあり、緩やかな回復の兆しを見せる一方、依然として不安定な海外経済、円高の高

止まりと先行き不透明な状況が継続しております。 

このような状況の下、当社グループは、お客様の「更なるコストダウン」のご要望に応えるべく、省

人化・高速化など付加価値向上の提案営業を積極的に推進してまいりましたが、いまだ回復の見通しが

立たない海外経済の影響を受け、前年同期に比べ海外向け丸鋸盤の成約が減少するなど苦戦いたしまし

た。 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は512百万円(前年同期比29.9％減)、営業損失は80

百万円(前年同期は営業利益31百万円)、経常損失は87百万円(前年同期は経常利益20百万円)、四半期純

損失は91百万円(前年同期は四半期純利益17百万円)となりました。 

品目別売上高につきましては、製品は407百万円(形鋼加工機は169百万円、丸鋸盤は125百万円、金型

は58百万円、その他は54百万円)、部品は91百万円、サービスは14百万円となりました。 

  

 (総資産) 

当第１四半期連結会計期間末における総資産の残高は3,483百万円となり、前連結会計年度末に比

べ273百万円減少となりました。 

 これは、主に現金及び預金が133百万円、受取手形及び売掛金が135百万円減少したこと等によるも

のであります。 

  

 (負債) 

当第１四半期連結会計期間末における負債の残高は2,342百万円となり、前連結会計年度末に比べ

181百万円減少となりました。 

 これは、主に長期借入金(１年内返済予定の長期借入金を含む。)が134百万円、未払法人税等が9百

万円、賞与引当金が15百万円減少したこと等によるものであります。 

  

 (純資産) 

当第１四半期連結会計期間末における純資産の残高は1,141百万円となり、前連結会計年度末に比

べ91百万円減少となりました。 

 これは、主に利益剰余金が91百万円減少したこと等によるものであります。 

  

第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想につきましては、平成24年７月13日付「平成24年５

月期 決算短信」にて公表いたしました業績予想から変更しておりません。 

  

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

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

 (会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更) 

当社グループは、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年６月１日以後

に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しておりま

す。 

なお、この変更による当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

  

 (役員退職慰労引当金) 

当社の平成24年９月24日開催の取締役会において、平成24年６月１日以降の在任期間を対象に役員

退職慰労金を支給する方針を決議するとともに、役員退職慰労金規程(以下「規程」という。)を整備

いたしました。これに伴い、当第１四半期連結会計期間より、役員の退職慰労金の支出に備えるた

め、規程に基づく当四半期連結会計期間末要支給額を役員退職慰労引当金として計上しております。

 これにより、当第１四半期連結累計期間の営業損失、経常損失、税金等調整前四半期純損失は、そ

れぞれ2,812千円増加しております。 

  

２．サマリー情報(注記事項)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

（４）追加情報
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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24年５月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 299,900 166,208

受取手形及び売掛金 483,999 348,080

製品 543,786 542,211

原材料 244,970 237,139

仕掛品 103,789 120,755

その他 18,576 14,942

貸倒引当金 △110 △96

流動資産合計 1,694,912 1,429,242

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 765,724 754,641

土地 1,021,729 1,021,729

その他（純額） 91,287 90,179

有形固定資産合計 1,878,741 1,866,549

無形固定資産

のれん 16,102 14,089

その他 35,142 40,259

無形固定資産合計 51,245 54,348

投資その他の資産

その他 135,557 136,571

貸倒引当金 △3,140 △3,140

投資その他の資産合計 132,417 133,431

固定資産合計 2,062,404 2,054,330

資産合計 3,757,316 3,483,572

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 190,763 191,611

短期借入金 697,000 694,000

1年内返済予定の長期借入金 470,820 405,920

未払法人税等 12,788 3,394

賞与引当金 29,214 14,198

製品保証引当金 3,010 1,636

繰延税金負債 189 143

その他 135,859 112,515

流動負債合計 1,539,645 1,423,419

固定負債

長期借入金 926,558 856,528

役員退職慰労引当金 － 2,812

その他 58,315 59,780

固定負債合計 984,873 919,121

負債合計 2,524,519 2,342,541
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成24年５月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年８月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,874,083 1,874,083

利益剰余金 △542,342 △633,848

自己株式 △87,155 △87,189

株主資本合計 1,244,585 1,153,045

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △11,788 △12,014

その他の包括利益累計額合計 △11,788 △12,014

純資産合計 1,232,797 1,141,031

負債純資産合計 3,757,316 3,483,572
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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23年６月１日
至 平成23年８月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年６月１日
 至 平成24年８月31日)

売上高 731,446 512,928

売上原価 537,573 423,929

売上総利益 193,872 88,998

販売費及び一般管理費 162,162 169,720

営業利益又は営業損失（△） 31,710 △80,721

営業外収益

受取利息 73 35

受取配当金 557 608

仕入割引 4,146 2,629

受取賃貸料 1,380 1,200

助成金収入 216 41

その他 1,843 2,443

営業外収益合計 8,217 6,959

営業外費用

支払利息 11,520 9,770

その他 8,306 4,015

営業外費用合計 19,827 13,785

経常利益又は経常損失（△） 20,100 △87,548

特別損失

ゴルフ会員権評価損 － 1,599

固定資産除却損 137 68

特別損失合計 137 1,668

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（△）

19,962 △89,217

法人税、住民税及び事業税 2,340 2,334

法人税等調整額 － △45

法人税等合計 2,340 2,289

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（△）

17,622 △91,506

四半期純利益又は四半期純損失（△） 17,622 △91,506
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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23年６月１日
至 平成23年８月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年６月１日
 至 平成24年８月31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（△）

17,622 △91,506

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △936 △225

その他の包括利益合計 △936 △225

四半期包括利益 16,686 △91,731

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 16,686 △91,731

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。 

  

当社グループの事業は、工作機械関連事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。 

  

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）セグメント情報等

（５）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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