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 (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 ％25年6月期第3四半期 12,684 △9.6 △805 ― △677 ― △1,772 ―24年6月期第3四半期 14,037 △6.1 561 △37.2 497 △37.6 233 △37.7（注）包括利益 25年6月期第3四半期 △510百万円 （―％） 24年6月期第3四半期 209百万円 （△47.8％）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6月期第3四半期 △152.89 ―24年6月期第3四半期 20.18 20.16総資産 純資産 自己資本比率百万円 百万円 ％25年6月期第3四半期 19,328 10,544 53.324年6月期 20,940 11,160 51.8（参考） 自己資本   25年6月期第3四半期  10,293百万円 24年6月期  10,857百万円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24年6月期 ― 5.00 ― 9.00 14.0025年6月期 ― 2.00 ―25年6月期（予想） 0.00 2.003. 平成25年 6月期の連結業績予想（平成24年 7月 1日～平成25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   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 20,800 2.1 970 △22.9 1,000 △12.5 240 △57.2 20.71



(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(注記事項)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。 

※  注記事項新規 ―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   ：  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① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年6月期3Q 12,030,685 株 24年6月期 12,030,685 株② 期末自己株式数 25年6月期3Q 337,425 株 24年6月期 448,840 株③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年6月期3Q 11,589,963 株 24年6月期3Q 11,581,995 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３四半期連結累計期間における世界経済は、欧州では債務問題の再燃を懸念した設備投資の抑制など経

済の低迷が継続したものの、米国では個人消費の持ち直しの兆しが見え始め、緩やかな景気回復が続いていま

す。またアジアでは韓国経済が輸出鈍化により低迷したものの、中国経済は内需の拡大により底打ち傾向にあ

り、ＡＳＥＡＮ経済は急成長が続くなど、世界の経済は微妙な地域差を伴う一進一退の状況が続いています。 

日本経済は、東日本大震災の復興需要による下支えがあったものの、設備投資は依然として慎重姿勢が続い

ています。また、新政権の金融政策及び経済対策により過度な円高は是正に向かいつつあり、経済回復の兆し

も見えてきているものの、実態経済は不安要素が解消されておらず、いまだ先行き不透明感が残っています。 

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、スマートフォン関連を

中心とした電子部品業界向けは堅調に推移したものの、自動車関連業界向けの伸びは緩やかに鈍化傾向に転じ、

液晶ディスプレイ関連業界及び電池関連業界向けは低調に推移しました。このような状況のもと、当社グルー

プにおきましては先進技術を用いた新製品の開発、成長産業にまつわる需要の取り込み、サービス向上による

ソリューションビジネスの強化などに注力してまいりました。また、昨年実施した希望退職者の募集等により

経費の圧縮を進めてまいりました。 

この結果、グループの連結売上高は126億84百万円、前年同四半期に比較して13億53百万円の減収（前年同四

半期比9.6％減）となりました。また利益面につきましては、営業損失は８億５百万円となり、前年同四半期に

比較して13億67百万円の減益、経常損失は６億77百万円で同11億75百万円の減益、四半期純損失は17億72百万

円で同20億５百万円の減益となりました。 

 

 

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62億53百万円（前年同四半期比17.3％減）、セグメント損失は10億64百万円となり、前年同四半期

に比較して10億6百万円の減益となりました。売上高減少の主な要因は、国内においてはスマートフォン部品に

関する設備投資が追い風となり電子部品業界向けの売上が好調だったものの、自動車関連業界、電池業界、液

晶ディスプレイ関連業界向け売上が当初の想定を下回って推移したことによるものです。また、韓国及び中国

の景気低迷により輸出が低調に推移しました。セグメント損失の主な要因は、売上高の減少により、人件費等

の固定費を回収することができなかったこと、及び一部のシステム案件でコストが売上を上回ったためであり

ます。今後はシステム商談の原価管理及びコストダウンを強力に推進していく所存であります。 

②米国 

売上高は33億83百万円（前年同四半期比0.6％減）、セグメント利益は1億2百万円となり、前年同四半期に比

較して1億89百万円の減益となりました。売上高減少の主な要因は、レーザ機器売上は増加したものの、抵抗溶

接機器の売上が減少したことによります。医療関連業界向け及び航空宇宙関連業界向け売上は堅調に推移した

ものの、電池業界及び自動車関連業界向けの売上が想定を下回りました。セグメント利益減少の主な要因は、

販売管理費を削減したものの、売上高減少による売上総利益の減少を補えなかったことによるものであります。 

③欧州 

売上高は23億68百万円（前年同四半期比13.1％減）、セグメント利益は73百万円となり、前年同四半期に比

較して1億21百万円の減益となりました。売上高減少の主な要因は、電子部品関連の売上が伸張したのもの、自

動車関連業界向け及び電池業界向けビジネスが減少したことによるものであります。また、前年に計上した携

帯電話会社向けシステム製品に代表される大型案件による売上が当四半期はなかっ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、コスト削減による一定の効果があったものの、売上高が減少したこと

によるものであります。 

④アジア 

売上高は32億82百万円（前年同四半期比0.7％増）、セグメント利益は46百万円となり、前年同四半期に比較

して80百万円の減益となりました。売上高増加の主な要因は、韓国において企業の設備投資抑制により液晶デ

ィスプレイ業界及び電子部品業界への売上が減少したものの、中国において自動車関連業界向け及び電子部品

関連業界向け売上が増加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、中国の工場にお

ける原価率の上昇などによるものです。 

(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較して7.7％減少の193億28百万円となりました。これは、主に流動資産の

たな卸資産が増加（８億13百万円)、並びに固定資産の有形固定資産が増加（４億39百万円）したものの、流動

資産の受取手形及び売掛金が減少（23億30百万円)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10.2％減少の87億84百万円となりました。これは、主に固定負債の長

期借入金が増加（４億20百万円）したものの、流動負債の支払手形及び買掛金が減少（13億27百万円）、並び
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に短期借入金が減少（５億１百万円）したことによるものであります。 

純資産は、前連結会計年度末に比較して5.5％減少の105億44百万円となりました。これは、主に為替換算調

整勘定が増加（12億18百万円）したものの、利益剰余金が減少（19億24百万円）したこと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25年２月12日に公表しました予測数値から変更はありません。 

 

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 

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 

（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） 

当社及び国内連結子会社は、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７月１日以

後に取得した有形固定資産について、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。この

減価償却方法の変更による影響は軽微であります。 
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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６月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,895,296 3,037,360

受取手形及び売掛金 7,119,870 4,788,924

有価証券 43,091 －

商品及び製品 1,511,911 2,152,897

仕掛品 1,225,153 1,130,749

原材料及び貯蔵品 1,750,352 2,017,510

その他 903,544 812,152

貸倒引当金 △62,233 △72,345

流動資産合計 15,386,986 13,867,248

固定資産   

有形固定資産 4,130,080 4,569,410

無形固定資産   

のれん 551 －

その他 541,930 431,711

無形固定資産合計 542,481 431,711

投資その他の資産 873,434 455,034

固定資産合計 5,545,996 5,456,157

繰延資産 7,022 5,107

資産合計 20,940,005 19,328,513

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,204,914 1,877,666

短期借入金 1,958,672 1,456,906

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 750,000 975,000

未払法人税等 110,875 102,834

賞与引当金 － 198,287

役員賞与引当金 13,900 －

製品保証引当金 192,685 203,701

その他 1,494,369 1,570,670

流動負債合計 7,925,416 6,585,068

固定負債   

社債 400,000 200,000

長期借入金 1,135,000 1,555,000

退職給付引当金 153,933 216,447

その他 165,550 227,883

固定負債合計 1,854,484 2,199,330

負債合計 9,779,900 8,784,399
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年６月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年３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 3,626,860

利益剰余金 8,327,335 6,403,136

自己株式 △839,772 △619,603

株主資本合計 12,828,599 11,016,505

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △16,357 13,912

為替換算調整勘定 △1,955,110 △736,677

その他の包括利益累計額合計 △1,971,468 △722,764

新株予約権 264,779 199,253

少数株主持分 38,193 51,118

純資産合計 11,160,104 10,544,114

負債純資産合計 20,940,005 19,328,513
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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３四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年７月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 14,037,483 12,684,323

売上原価 7,276,448 7,227,360

売上総利益 6,761,035 5,456,962

販売費及び一般管理費 6,199,713 6,262,745

営業利益又は営業損失（△） 561,321 △805,782

営業外収益   

受取利息 6,146 6,087

受取配当金 1,967 2,530

為替差益 － 155,533

助成金収入 11,571 －

金利スワップ評価益 11,624 －

受取賃貸料 5,439 －

その他 22,290 37,293

営業外収益合計 59,040 201,443

営業外費用   

支払利息 62,337 49,698

為替差損 49,929 －

その他 10,302 23,719

営業外費用合計 122,569 73,418

経常利益又は経常損失（△） 497,791 △677,757

特別利益   

固定資産売却益 2,262 7,982

新株予約権戻入益 － 45,421

退職給付制度改定益 176,300 －

災害損失引当金戻入額 19,200 －

その他 － 1,626

特別利益合計 197,763 55,030

特別損失   

固定資産除売却損 4,465 20,213

希望退職者募集に伴う損失 － 256,229

その他 － 11,383

特別損失合計 4,465 287,825

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（△）

691,089 △910,551

法人税等 453,492 859,450

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（△）

237,596 △1,770,002

少数株主利益 3,822 2,006

四半期純利益又は四半期純損失（△） 233,774 △1,772,009
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 四半期連結包括利益計算書 
 第３四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年７月１日 
 至 平成25年３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（△）

237,596 △1,770,002

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 3,762 30,270

為替換算調整勘定 △31,727 1,229,351

その他の包括利益合計 △27,964 1,259,622

四半期包括利益 209,632 △510,379

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 204,886 △523,305

少数株主に係る四半期包括利益 4,745 12,925
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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) セグメント情報等 

〔セグメント情報〕 

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自  平成23年７月１日  至  平成24年３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 5,998,638 2,999,995 2,585,605 2,453,244 14,037,483 － 14,037,483

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
1,558,283 403,194 140,059 806,685 2,908,222 △2,908,222 －

計 7,556,921 3,403,190 2,725,664 3,259,929 16,945,705 △2,908,222 14,037,483

セグメント利益又は損
失（△） 

△58,526 291,666 195,016 126,830 554,988 6,333 561,321

(注) １ セグメント利益又は損失の調整額6,333千円は、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３四半期連結累計期間（自  平成24年７月１日  至  平成25年３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 5,145,899 2,919,970 2,203,112 2,415,341 12,684,323 － 12,684,323

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
1,107,210 463,537 165,014 867,541 2,603,303 △2,603,303 －

計 6,253,109 3,383,508 2,368,127 3,282,882 15,287,627 △2,603,303 12,684,323

セグメント利益又は損

失(△) 
△1,064,526 102,594 73,620 46,067 △842,243 36,460 △805,782

(注) １ セグメント利益又は損失の調整額36,460千円は、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損失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。 

 

 

(5) 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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