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(百万円未満切捨て)

１．平成25年５月期第２四半期の連結業績（平成24年６月１日～平成24年11月30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２四半期 1,138 △20.9 △82 ― △94 ― △96 ―

24年５月期第２四半期 1,439 57.8 36 ― 14 ― 10 ―

(注) 包括利益 25年５月期第２四半期 △94百万円(―％) 24年５月期第２四半期 6百万円(―％)

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２四半期 △9. 96 ―

24年５月期第２四半期 1. 03 ―

（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２四半期 3,769 1,137 30.2

24年５月期 3,757 1,232 32.8

(参考) 自己資本 25年５月期第２四半期 1,137百万円 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 ― 0. 00

25年５月期(予想) ― 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、対前期増減率)

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

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、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が実施中です。 

  

  

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２Ｑ 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２Ｑ 469,152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２Ｑ 9,731,476株 24年５月期２Ｑ 9,734,389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２四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、新エネルギー需要の高まりからメガソーラー事業が本格化するなど緩やかな

回復の兆しを見せる一方、依然として続く欧州の債務問題、円高の高止まり、中国をはじめとする新興

国経済の減速など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、また、多様化する顧客仕様の生産に早期

対応を確実に実行することで、「顧客満足度の向上」にも努めてまいりましたが、景気回復が鈍化する

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２四半期連結累計期間の売上高は1,138百万円(前年同期比20.9％減)、営業損失は

82百万円(前年同期は営業利益36百万円)、経常損失は94百万円(前年同期は経常利益14百万円)、四半期

純損失は96百万円(前年同期は四半期純利益10百万円)となりました。 

品目別売上高につきましては、製品は904百万円(形鋼加工機は466百万円、丸鋸盤は203百万円、金型

は136百万円、その他は98百万円)、部品は202百万円、サービスは31百万円となりました。 

  

 (総資産) 

当第２四半期連結会計期間末における総資産の残高は3,769百万円となり、前連結会計年度末に比

べ12百万円増加となりました。 

 これは、主に受取手形及び売掛金が25百万円、たな卸資産が37百万円増加したこと、また現金及び

預金が68百万円減少したこと等によるものであります。 

  

 (負債) 

当第２四半期連結会計期間末における負債の残高は2,631百万円となり、前連結会計年度末に比べ

107百万円増加となりました。 

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337百万円、支払手形及び買掛

金が19百万円増加したこと、また短期借入金が236百万円減少したこと等によるものであります。 

  

 (純資産) 

当第２四半期連結会計期間末における純資産の残高は1,137百万円となり、前連結会計年度末に比

べ94百万円減少となりました。 

 これは、主に利益剰余金が96百万円減少したこと等によるものであります。 

  

平成25年５月期第２四半期累計期間の業績予想(連結・個別)を修正いたしました。詳細は、本日(平

成25年１月10日)発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

なお、平成25年５月期通期の業績予想(連結・個別)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、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２四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、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２四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7,398千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２四半期連結会計期間
(平成24年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 299,900 231,697

受取手形及び売掛金 483,999 509,406

製品 543,786 611,968

原材料 244,970 228,721

仕掛品 103,789 89,274

その他 18,576 12,885

貸倒引当金 △110 △114

流動資産合計 1,694,912 1,683,839

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 765,724 743,321

土地 1,021,729 1,021,729

その他（純額） 91,287 132,415

有形固定資産合計 1,878,741 1,897,465

無形固定資産

のれん 16,102 12,077

その他 35,142 37,293

無形固定資産合計 51,245 49,370

投資その他の資産

その他 135,557 141,979

貸倒引当金 △3,140 △3,140

投資その他の資産合計 132,417 138,839

固定資産合計 2,062,404 2,085,675

資産合計 3,757,316 3,769,515

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 190,763 210,464

短期借入金 697,000 461,000

1年内返済予定の長期借入金 470,820 429,077

未払法人税等 12,788 7,187

賞与引当金 29,214 28,924

製品保証引当金 3,010 1,732

繰延税金負債 189 170

その他 135,859 124,611

流動負債合計 1,539,645 1,263,167

固定負債

長期借入金 926,558 1,305,547

役員退職慰労引当金 － 7,398

その他 58,315 55,535

固定負債合計 984,873 1,368,480

負債合計 2,524,519 2,631,648
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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２四半期連結会計期間
(平成24年11月30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 △639,220

自己株式 △87,155 △87,271

株主資本合計 1,244,585 1,147,591

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 △9,723

その他の包括利益累計額合計 △11,788 △9,723

純資産合計 1,232,797 1,137,867

負債純資産合計 3,757,316 3,769,515
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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23年６月１日
至 平成23年11月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年６月１日
 至 平成24年11月30日)

売上高 1,439,422 1,138,548

売上原価 1,080,220 882,057

売上総利益 359,201 256,490

販売費及び一般管理費 322,403 339,195

営業利益又は営業損失（△） 36,797 △82,704

営業外収益

受取利息 102 466

受取配当金 596 649

仕入割引 6,637 5,340

受取賃貸料 2,580 2,787

助成金収入 521 2,279

その他 3,219 3,299

営業外収益合計 13,657 14,823

営業外費用

支払利息 22,184 19,848

その他 13,360 6,326

営業外費用合計 35,544 26,175

経常利益又は経常損失（△） 14,910 △94,055

特別利益

固定資産売却益 － 3,547

特別利益合計 － 3,547

特別損失

ゴルフ会員権評価損 － 1,599

固定資産売却損 57 －

固定資産除却損 167 119

特別損失合計 225 1,719

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（△）

14,684 △92,227

法人税、住民税及び事業税 4,680 4,669

法人税等調整額 － △19

法人税等合計 4,680 4,650

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（△）

10,004 △96,878

四半期純利益又は四半期純損失（△） 10,004 △96,878
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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23年６月１日
至 平成23年11月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年６月１日
 至 平成24年11月30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（△）

10,004 △96,878

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △3,325 2,064

その他の包括利益合計 △3,325 2,064

四半期包括利益 6,679 △94,813

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 6,679 △94,813

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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