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1.  平成25年6月期第3四半期の連結業績（平成24年7月1日～平成25年3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 ％

25年6月期第3四半期 2,267 △17.5 25 ― 44 ― 117 ―
24年6月期第3四半期 2,749 △25.9 △699 ― △745 ― △2,382 ―

（注）包括利益 25年6月期第3四半期 135百万円 （―％） 24年6月期第3四半期 △2,356百万円 （―％）

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6月期第3四半期 16.82 ―
24年6月期第3四半期 △342.48 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

25年6月期第3四半期 6,565 809 9.3 88.19
24年6月期 6,457 679 7.1 65.90
（参考） 自己資本   25年6月期第3四半期  613百万円 24年6月期  458百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
25年6月期 ― 0.00 ―
25年6月期（予想） 0.00 0.00

3. 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 3,590 11.3 155 ― 90 ― 95 ― 13.65



(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】３ページ「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。なお、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のレビュー手続は終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績予想は、本資料発表日時点において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は様々な要因によって予想数値と
異なる場合があります。なお、業績予想に関する事項は、【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

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） 25年6月期3Q 6,959,600 株 24年6月期 6,959,600 株
② 期末自己株式数 25年6月期3Q 1,796 株 24年6月期 1,721 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年6月期3Q 6,957,845 株 24年6月期3Q 6,957,879 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（平成 24 年７月から平成 25 年３月まで）におけるわが国経済は、新政権による経済

政策への期待感から、株価の回復や円安基調への転換等、景気の先行きに明るさが見え始めました。しかし、世界

経済では、欧州債務危機に加え、中国を中心とした新興国の成長鈍化が顕著となる等、依然として景気は先行き不

透明な状況で推移しました。 

このような状況の中、当社グループにおきましては、今年度スタートの中期経営計画に基づき、収益性の改善と

財務体質強化を図ってまいりました。また、前連結会計年度末をもって不採算事業から撤退し、コア事業の営業を

強化してまいりました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高 2,267 百万円（前年同四半期比 17.5％減）、営業利益 25

百万円（前年同四半期は 699 百万円の損失）、経常利益 44 百万円（前年同四半期は 745 百万円の損失）、四半期純

利益 117 百万円（前年同四半期は 2,382 百万円の損失）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。 

なお、第１四半期連結会計期間より、報告セグメントの区分を変更しており、以下の前年同四半期比較について

は、前年同四半期の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較しております。 

（産業機械事業） 

スマートフォンなどの高機能配線板向け基板プレスをはじめ、国内外からの受注成約も増加しており、売上高

1,830 百万円（前年同四半期比 13.6％増）、営業利益 56 百万円（前年同四半期は 92 百万円の損失）となりまし

た。 

（建材機械事業） 

合板プレス・合板機械の第２四半期末受注残高は 803 百万円（前年同期比 601.5％増）でしたが、大口案件の

完了が少なかったため、売上高 291 百万円（前年同四半期比 60.6％減）、営業損失 46 百万円（前年同四半期は

59 百万円の利益）となりました。 

（その他） 

前連結会計年度末をもって、不採算事業であるＰＶ（太陽光発電用シリコンウェハー）事業及びＥＤＬＣ（電

気二重層キャパシタ）事業の製造から撤退したため、売上は大きく減少しましたが利益面では改善し、売上高

145 百万円（前年同四半期比 63.5％減）、営業利益 18 百万円（前年同四半期は 665 百万円の損失）となりました。 

  

 (2) 連結財政状態に関する定性的情報  

（資 産）  

当第３四半期連結会計期間末の総資産は 6,565 百万円となり、前連結会計年度末に比べて 107 百万円の増加と

なりました。増加の主なものは、現金及び預金 366 百万円、仕掛品 177 百万円であり、減少の主なものは、受取

手形及び売掛金 196 百万円、投資その他の資産「その他」196 百万円であります。 

（負 債）  

負債合計は 5,756 百万円となり、前連結会計年度末に比べて 22 百万円の減少となりました。増加の主なもの

は、支払手形及び買掛金 98 百万円、未払金 948 百万円であり、減少の主なものは、リース債務（短期・長期の

合計）1,046 百万円であります。なお、当第３四半期連結会計期間において、リース契約を解約したことに伴い、

規定損害金債務 987 百万円を未払金に計上しております。 

（純資産）  

少数株主持分を含めた純資産合計は 809 百万円となり、前連結会計年度末に比べて 130 百万円の増加となりま

した。これは主に、四半期純利益 117 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 25 年４月 15 日に「営業外収益・特別利益・特別損失の計上並びに固定資産の譲渡及び特別利益の発生に関

するお知らせ」を発表しましたが、平成 25 年２月８日に発表しました連結業績予想から変更は行っておりません。 

なお、業績予想に関して修正の必要が生じた場合は、速やかに開示します。 
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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 

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む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。 

 

３．継続企業の前提に関する重要事象等  

当社グループは、前連結会計年度において売上高が前期比 44.7％減少し、３期連続の営業損失、４期連続の当

期純損失を計上しました。当第３四半期連結累計期間においては、25 百万円の営業利益を計上し、四半期純利益

も 117 百万円確保することができました。しかしながら、本格的な業績の回復を確認できるまでには至っていない

ことに鑑み、前連結会計年度に引き続き継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しているもの

と認識しております。 
 

当社グループは、当該状況を解消するため、以下の対応策を実施してまいります。 

（収益性の改善） 

①  社内組織の改革 

事業部制の廃止に伴い、機能重視の組織に再編しました。これにより組織のスリム化を図り、若手登用によ

る権限委譲と責任の明確化により組織の活性化を進めております。また、産業機械事業において、営業部門の

強化再編に加え、次代を担うプレス装置の新分野・新市場の開拓と、新技術の開発を担う「市場開発課」及び

「技術開発課」を新設し活動を強化しております。 

②  コア事業の営業強化 

産業機械事業については、主力製品である、銅張積層板（ＣＣＬ）・プリント配線板（ＰＣＢ）を生産する

ためのプレス装置の販売を強化するとともに、今後市場拡大が望める当社独自の技術を生かした新製品の販売

を強化しております。 

③  固定費の削減 

役員報酬や管理職手当をはじめ全従事者の給与及び賞与の削減による人件費圧縮、光熱費・通信費及び出張

手当などの諸経費の圧縮を行っております。また、当第３四半期連結累計期間（平成 24 年 7 月）より当社役

員の退職慰労金制度を凍結しております。 

（資金繰りについて） 

①  金融機関との連携 

現状メインバンクを中心に取引金融機関と密接な関係を維持しており、継続的な支援を前提とした資金計画

を策定し、必要資金の確保と返済条件の見直しを実施しております。 

当第３四半期連結会計期間において、撤退したＰＶ事業設備（太陽光発電用シリコンウエハーの製造機械）

のリース契約を解約しました。解約に伴う規定損害金債務については、リース会社６社と新たに準金銭消費貸

借契約を締結し、長期分割弁済することで合意しております。 

②  資産の売却等 

前連結会計年度末において不採算事業から撤退したことに伴う遊休機械設備等については、金融機関と連携

しながら売却を進め、一部は売却に至っております。また、当第３四半期連結会計期間において、役員生命保

険の解約、有価証券の一部売却を行っております。今後もその他の売却可能な資産の洗い出しを行い、売却を

進めてまいります。 
 

上記の対応策をとるものの、これらの対応策の展開は実施途上であり、今後の経済情勢並びに金融情勢によって

は当初計画どおりに進捗しない、あるいは十分な効果を発揮出来ない可能性もあるため、現時点においては継続企

業の前提に関する重要な不確実性が存在するものと認識しております。 
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４．四半期連結財務諸表 
（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 779,759 1,146,010

受取手形及び売掛金 1,180,873 984,232

商品及び製品 97,253 46,198

仕掛品 413,496 591,131

原材料及び貯蔵品 268,181 258,452

その他 43,997 128,180

貸倒引当金 △51,283 △23,058

流動資産合計 2,732,277 3,131,145

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,095,790 1,034,469

土地 1,761,091 1,761,091

その他（純額） 301,572 278,660

有形固定資産合計 3,158,455 3,074,221

無形固定資産 40,771 26,155

投資その他の資産   

その他 754,739 557,863

貸倒引当金 △228,289 △223,564

投資その他の資産合計 526,449 334,298

固定資産合計 3,725,676 3,434,675

資産合計 6,457,954 6,565,821

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 589,706 687,898

短期借入金 2,590,606 2,630,968

リース債務 376,747 1,191

未払金 41,078 989,690

未払法人税等 34,456 9,424

賞与引当金 21,976 25,019

役員賞与引当金 6,000 6,525

製品保証引当金 19,246 29,120

受注損失引当金 9,201 3,067

その他 526,477 563,075

流動負債合計 4,215,496 4,945,980

固定負債   

長期借入金 536,924 443,225

リース債務 672,835 1,413

退職給付引当金 297,448 303,661

役員退職慰労引当金 19,349 24,359

その他 36,660 37,786

固定負債合計 1,563,218 810,447

負債合計 5,778,714 5,756,427
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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 1,250,830 1,250,830

資本剰余金 1,256,565 1,256,565

利益剰余金 △2,028,793 △1,911,745

自己株式 △1,086 △1,094

株主資本合計 477,514 594,554

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △19,040 20,864

繰延ヘッジ損益 － △6,486

為替換算調整勘定 65 4,696

その他の包括利益累計額合計 △18,974 19,074

少数株主持分 220,700 195,764

純資産合計 679,239 809,393

負債純資産合計 6,457,954 6,565,821
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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 2,749,791 2,267,593

売上原価 2,832,957 1,756,597

売上総利益又は売上総損失（△） △83,166 510,995

販売費及び一般管理費 616,389 485,161

営業利益又は営業損失（△） △699,556 25,834

営業外収益   

受取利息 2,022 257

受取配当金 2,406 2,182

為替差益 － 103,249

雇用調整助成金 43,341 19,051

試作品売却益 12,000 －

その他 5,155 12,163

営業外収益合計 64,926 136,906

営業外費用   

支払利息 71,032 68,121

遊休資産諸費用 13,265 44,709

その他 26,335 5,538

営業外費用合計 110,633 118,369

経常利益又は経常損失（△） △745,263 44,371

特別利益   

固定資産売却益 5,173 28,371

投資有価証券売却益 － 36,750

保険解約返戻金 － 20,521

特別利益合計 5,173 85,643

特別損失   

固定資産除却損 321 77

投資有価証券評価損 39,268 －

リース解約損 － 28,456

減損損失 1,552,352 －

特別損失合計 1,591,941 28,534

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（△）

△2,332,031 101,480

法人税等 35,872 △2,858

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（△）

△2,367,904 104,339

少数株主利益又は少数株主損失（△） 15,035 △12,709

四半期純利益又は四半期純損失（△） △2,382,939 117,048
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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（△）

△2,367,904 104,339

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 10,092 39,904

繰延ヘッジ損益 － △13,512

為替換算調整勘定 817 4,630

その他の包括利益合計 10,910 31,022

四半期包括利益 △2,356,994 135,361

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △2,372,029 155,097

少数株主に係る四半期包括利益 15,035 △19,735
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 (3) 継続企業の前提に関する注記 

当社グループは、前連結会計年度において売上高が前期比 44.7％減少し、３期連続の営業損失、４期連続の当期

純損失を計上しました。当第３四半期連結累計期間においては、25,834 千円の営業利益を計上し、四半期純利益も

117,048 千円確保することができました。しかしながら、本格的な業績の回復を確認できるまでには至っていない

ことに鑑み、前連結会計年度に引き続き継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しているもの

と認識しております。 

 

当社グループは、当該状況を解消するため、以下の対応策を実施してまいります。 

（収益性の改善） 

①  社内組織の改革 

事業部制の廃止に伴い、機能重視の組織に再編しました。これにより組織のスリム化を図り、若手登用によ

る権限委譲と責任の明確化により組織の活性化を進めております。また、産業機械事業において、営業部門の

強化再編に加え、次代を担うプレス装置の新分野・新市場の開拓と、新技術の開発を担う「市場開発課」及び

「技術開発課」を新設し活動を強化しております。 

②  コア事業の営業強化 

産業機械事業については、主力製品である、銅張積層板（ＣＣＬ）・プリント配線板（ＰＣＢ）を生産する

ためのプレス装置の販売を強化するとともに、今後市場拡大が望める当社独自の技術を生かした新製品の販売

を強化しております。 

③  固定費の削減 

役員報酬や管理職手当をはじめ全従事者の給与及び賞与の削減による人件費圧縮、光熱費・通信費及び出張

手当などの諸経費の圧縮を行っております。また、当第３四半期連結累計期間（平成 24 年 7 月）より当社役

員の退職慰労金制度を凍結しております。 

（資金繰りについて） 

①  金融機関との連携 

現状メインバンクを中心に取引金融機関と密接な関係を維持しており、継続的な支援を前提とした資金計画

を策定し、必要資金の確保と返済条件の見直しを実施しております。 

当第３四半期連結会計期間において、撤退したＰＶ事業設備（太陽光発電用シリコンウエハーの製造機械）

のリース契約を解約しました。解約に伴う規定損害金債務については、リース会社６社と新たに準金銭消費貸

借契約を締結し、長期分割弁済することで合意しております。 

②  資産の売却等 

前連結会計年度末において不採算事業から撤退したことに伴う遊休機械設備等については、金融機関と連携

しながら売却を進め、一部は売却に至っております。また、当第３四半期連結会計期間において、役員生命保

険の解約、有価証券の一部売却を行っております。今後もその他の売却可能な資産の洗い出しを行い、売却を

進めてまいります。 
 

上記の対応策をとるものの、これらの対応策の展開は実施途上であり、今後の経済情勢並びに金融情勢によって

は当初計画どおりに進捗しない、あるいは十分な効果を発揮出来ない可能性もあるため、現時点においては継続企

業の前提に関する重要な不確実性が存在するものと認識しております。 

  

なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影

響を四半期連結財務諸表に反映しておりません。 
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 (4) セグメント情報等 

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 
その他 
(注)１ 

合 計 調整額 
(注)２ 

四半期連結
損益計算書 
計 上 額 
(注)３ 

産業機械 
事  業 

建材機械 
事  業 

計 

売上高 
 
外部顧客への売上高 

 
セグメント間の内部 

売上高又は振替高 

1,611,065 

 

3,135 
 

741,237

－

2,352,303

3,135

397,488

18,024

2,749,791 

 

21,160 
 

－ 

 

△21,160 
 

2,749,791

－

計 1,614,201 741,237 2,355,438 415,512 2,770,951 △21,160 2,749,791

セグメント利益又は損失(△) △92,424 59,296 △33,128 △665,270 △698,398 △1,157 △699,556

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ＰＶ（太陽光発電用シリコン

ウェハー）・ＥＤＬＣ（電気二重層キャパシタ）・油圧機器等を含んでおります。 

   ２．セグメント利益又は損失の調整額は、主にセグメント間取引の消去であります。 

   ３．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資産に関する情報   

その他に含まれるＰＶ事業（太陽光発電用シリコンウェハー）において、固定資産の減損損失を計上したこ

と等により、その他の資産は前連結会計年度末に比べ1,969,612 千円減少しております。    

 

   ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報   

その他に含まれるＰＶ事業（太陽光発電用シリコンウェハー）において、太陽電池ウェハーの市場環境が急

速に悪化し、当初想定した収益を見込めなくなったことにより、当該資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、減損損失として特別損失に1,552,352 千円計上しました。    

 

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 
その他 
(注)１ 合 計 

調整額 
(注)２ 

四半期連結
損益計算書 
計 上 額 
(注)３ 

産業機械 
事  業 

建材機械 
事  業 計 

売上高 
 
外部顧客への売上高 

 
セグメント間の内部 

売上高又は振替高 

1,830,789 

 

1,315 
 

291,679

－

2,122,469

1,315

145,124

36,539

2,267,593 

 

37,854 
 

－ 

 

△37,854 
 

2,267,593

－

計 1,832,104 291,679 2,123,784 181,663 2,305,448 △37,854 2,267,593

セグメント利益又は損失(△) 56,688 △46,041 10,646 18,772 29,419 △3,584 25,834

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ＰＶ（太陽光発電用シリコン

ウェハー）・ＥＤＬＣ（電気二重層キャパシタ）・油圧機器等を含んでおります。 

   ２．セグメント利益又は損失の調整額は、主にセグメント間取引の消去であります。 

   ３．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．報告セグメントの変更等に関する事項 

当社は前連結会計年度末において「ＰＶ事業」及び「ＥＤＬＣ事業」の製造から撤退しました。 

これに伴い、前連結会計年度末において報告セグメントとしていた「ＰＶ事業」及び「ＥＤＬＣ事業」につ

いては、量的な重要性が減少したため、第１四半期連結会計期間より「その他」に含めております。 

なお、前第３四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後の報告セグメントの区分に基づき作成してお

ります。  

 

 (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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