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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第61期

第１四半期連結
累計期間

第62期
第１四半期連結

累計期間
第61期

会計期間
自平成28年７月１日
至平成28年９月30日

自平成29年７月１日
至平成29年９月30日

自平成28年７月１日
至平成29年６月30日

売上高 （千円） 544,903 426,959 4,855,738

経常利益又は経常損失（△） (千円） △40,902 △79,556 378,758

親会社株主に帰属する四半期純損
失（△）又は親会社株主に帰属す
る当期純利益

(千円） △10,019 △72,632 311,748

四半期包括利益又は包括利益 （千円） △19,794 △55,032 340,873

純資産額 （千円） 1,015,262 1,458,129 1,540,150

総資産額 （千円） 6,238,474 6,771,082 6,366,671

１株当たり四半期純損失金額
（△）又は１株当たり当期純利益
金額

（円） △1.44 △9.50 44.43

潜在株式調整後１株当たり四半期
（当期）純利益金額

（円） － － －

自己資本比率 （％） 12.2 17.5 19.8

 （注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．第61期第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在

するものの１株当たり四半期純損失金額であるため記載しておりません。また、第61期及び第62期第１四半

期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。

 

 

２【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重

要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、本四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生、又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等

のリスク」についての重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。

(1）経営成績の状況

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用情勢の改善が進み、緩やかな回復基調で推移

しました。世界経済は、米国や欧州の景気が回復基調となったものの、米国の政策運営や北朝鮮問題をはじめとす

る地政学的リスク等から、先行き不透明な状況が続きました。

このような状況のもと当社グループは、最終年度となる中期経営計画「新領域へのチャレンジ～新たなＫＩＴＡ

ＧＡＷＡの確立～」に基づき、引き続き３つの重点項目「真空プレス技術の新分野・新市場への拡大・浸透」「収

益力強化と価格競争力向上による強固な経営基盤の確立」「活力溢れる組織の実現」に積極的に取り組み、経営基

盤の強化を図るとともに、今後の大きな飛躍への土台造りにも取り組んでおります。

この結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高426百万円（前年同四半期比21.6％減）、営業損失72百

万円（前年同四半期は８百万円の損失）、経常損失79百万円（前年同四半期は40百万円の損失）、親会社株主に帰

属する四半期純損失72百万円（前年同四半期は10百万円の損失）となりました。

なお、当社グループは、主要製品が個別受注生産によるため、製品の納期・受注金額にバラツキがあり、大型案

件になるほど売上までに相当期間を要し、月単位での売上高が大きく変動するという特徴があります。

セグメントの業績は次のとおりであります。

 

イ．産業機械事業

スマートフォン端末や車載等の基板成形用プレス装置や自動車部品製造・樹脂成形装置などの多様な受注を得

ているものの、海外向け大型案件の売上が次四半期にずれこんだこと等から、売上高310百万円（前年同四半期

比17.0％減）、営業損失62百万円（前年同四半期は16百万円の利益）となりました。

ロ．建材機械事業

合板プレス装置をはじめとした国内向けの受注が堅調に推移したものの、当連結会計年度に計画している大型

案件の売上が第４四半期連結会計期間に集中しているため、売上高78百万円（前年同四半期比42.1％減）、営業

損失10百万円（前年同四半期は26百万円の損失）となりました。

ハ．その他

油圧機器の売上が前第１四半期連結累計期間とほぼ同様に推移したため、売上高37百万円（前年同四半期比

8.6％増）、営業利益2百万円（前年同四半期比70.8％増）となりました。

(2）財政状態の状況

（資 産）

当第１四半期連結会計期間末の総資産は6,771百万円となり、前連結会計年度末に比べて404百万円の増加となり

ました。これは主に、仕掛品713百万円の増加と、受取手形及び売掛金487百万円の減少によるものであります。

（負 債）

負債合計は5,312百万円となり、前連結会計年度末に比べて486百万円の増加となりました。これは主に、電子記

録債務151百万円、流動負債のその他に含まれる前受金371百万円の増加によるものであります。

（純資産）

非支配株主持分を含めた純資産合計は1,458百万円となり、前連結会計年度末に比べて82百万円の減少となりま

した。これは主に、親会社株主に帰属する四半期純損失72百万円によるものであります。
 

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新た

な発生はありません。

(4）研究開発活動

当第１四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、１百万円であります。

なお、当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 20,000,000

計 20,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数（株）
（平成29年９月30日）

提出日現在発行数
（株）

（平成29年11月14日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 7,649,600 7,649,600
東京証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ
（スタンダード）

権利内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式であり、単
元株式数は100株であります。

計 7,649,600 7,649,600 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総数
増減数（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成29年７月１日～
平成29年９月30日

－ 7,649,600 － 1,335,010 － 1,340,745

 

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
 

（７）【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため記載
することができないことから、直前の基準日(平成29年６月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】

平成29年６月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内 容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 1,700 －
権利内容に何ら限定のない、当社
における標準となる株式であり、
単元株式数は100株であります。

完全議決権株式（その他） 普通株式 7,646,900 76,469 同     上

単元未満株式 普通株式 1,000 － －

発行済株式総数  7,649,600 － －

総株主の議決権 － 76,469 －

 

②【自己株式等】

平成29年６月30日現在
 

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合（％）

北川精機株式会社
広島県府中市鵜飼
町800－８

1,700 － 1,700 0.02

計 － 1,700 － 1,700 0.02

 

２【役員の状況】
   該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成29年７月１日から平

成29年９月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成29年７月１日から平成29年９月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、仁智監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【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29年６月30日)
当第１四半期連結会計期間

(平成29年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,197,691 1,322,313

受取手形及び売掛金 2,157,842 ※ 1,670,768

商品及び製品 10,677 619

仕掛品 365,612 1,078,752

原材料及び貯蔵品 132,600 133,362

その他 43,952 98,011

貸倒引当金 △10,723 △8,157

流動資産合計 3,897,652 4,295,670

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 629,426 622,043

土地 1,456,889 1,495,753

その他（純額） 150,025 148,632

有形固定資産合計 2,236,340 2,266,429

無形固定資産 13,996 23,640

投資その他の資産   

その他 249,801 216,469

貸倒引当金 △31,119 △31,128

投資その他の資産合計 218,681 185,341

固定資産合計 2,469,019 2,475,412

資産合計 6,366,671 6,771,082

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 703,011 ※ 700,436

電子記録債務 308,440 ※ 459,872

短期借入金 2,324,500 2,324,261

未払法人税等 57,406 8,317

賞与引当金 26,161 63,214

役員賞与引当金 8,000 10,000

製品保証引当金 54,900 53,297

受注損失引当金 29,018 54,049

その他 646,741 974,215

流動負債合計 4,158,179 4,647,663

固定負債   

長期借入金 254,492 239,583

役員退職慰労引当金 39,125 41,377

退職給付に係る負債 343,622 352,620

その他 31,101 31,708

固定負債合計 668,341 665,289

負債合計 4,826,521 5,312,953
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成29年６月30日)
当第１四半期連結会計期間

(平成29年９月30日)

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,335,010 1,335,010

資本剰余金 1,340,745 1,340,745

利益剰余金 △1,424,130 △1,496,763

自己株式 △1,094 △1,094

株主資本合計 1,250,529 1,177,897

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 3,005 1,625

繰延ヘッジ損益 － △193

為替換算調整勘定 6,866 8,080

その他の包括利益累計額合計 9,871 9,512

非支配株主持分 279,748 270,719

純資産合計 1,540,150 1,458,129

負債純資産合計 6,366,671 6,771,082
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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28年７月１日
　至　平成28年９月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成29年７月１日
　至　平成29年９月30日)

売上高 544,903 426,959

売上原価 399,997 326,690

売上総利益 144,905 100,269

販売費及び一般管理費 153,497 172,733

営業損失（△） △8,591 △72,464

営業外収益   

受取利息 72 236

受取配当金 251 277

為替差益 － 4,134

試作品売却益 2,160 －

その他 1,293 1,263

営業外収益合計 3,777 5,911

営業外費用   

支払利息 12,690 10,352

為替差損 14,683 －

その他 8,714 2,652

営業外費用合計 36,087 13,004

経常損失（△） △40,902 △79,556

特別利益   

受取保険金 9,946 －

特別利益合計 9,946 －

税金等調整前四半期純損失（△） △30,955 △79,556

法人税等 △9,073 △3,095

四半期純損失（△） △21,882 △76,461

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △11,863 △3,828

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △10,019 △72,632
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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28年７月１日
　至　平成28年９月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成29年７月１日
　至　平成29年９月30日)

四半期純損失（△） △21,882 △76,461

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 2,922 6,675

繰延ヘッジ損益 － △193

為替換算調整勘定 △834 14,946

その他の包括利益合計 2,088 21,429

四半期包括利益 △19,794 △55,032

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △7,931 △51,203

非支配株主に係る四半期包括利益 △11,863 △3,828
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【注記事項】

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

税金費用の計算

税金費用については、当第１四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。
 

（四半期連結貸借対照表関係）

※ 四半期連結会計期間末日満期手形及び電子記録債務の会計処理については、当四半期連結会計期間末日が金

融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当四半期連結会計期間末日満

期手形及び電子記録債務の金額は、次のとおりであります。
 

 
前連結会計年度

（平成29年６月30日）
当第１四半期連結会計期間
（平成29年９月30日）

受取手形 －千円 630千円

支払手形 － 38,887

電子記録債務 － 122,230

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四

半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間

(自 平成28年7月1日 至 平成28年9月30日)
当第１四半期連結累計期間

(自 平成29年7月1日 至 平成29年9月30日)

減価償却費 17,957 千円 16,407 千円

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自平成28年７月１日 至平成28年９月30日）

 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 374,314 136,003 510,317 34,585 544,903 － 544,903

セグメント間の内部売上高
又は振替高

24 － 24 12,410 12,434 △12,434 －

計 374,338 136,003 510,341 46,995 557,337 △12,434 544,903

セグメント利益又は損失(△) 16,360 △26,356 △9,996 1,427 △8,568 △22 △8,591

（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、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。

 

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成29年７月１日 至平成29年９月30日）

 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 310,613 78,774 389,387 37,572 426,959 － 426,959

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － － 7,663 7,663 △7,663 －

計 310,613 78,774 389,387 45,235 434,622 △7,663 426,959

セグメント利益又は損失(△) △62,700 △10,104 △72,804 2,438 △70,366 △2,097 △72,464

（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、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。
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（１株当たり情報）

１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自 平成28年７月１日
至 平成28年９月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自 平成29年７月１日
至 平成29年９月30日）

１株当たり四半期純損失金額（△） △1円44銭 △9円50銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純損失金額（△）
（千円）

△10,019 △72,632

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損
失金額（△）（千円）

△10,019 △72,632

普通株式の期中平均株式数（千株） 6,957 7,647

（注） 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、前第１四半期連結累計期間は潜在株式は存在する

ものの１株当たり四半期純損失金額であるため、当第１四半期連結累計期間は潜在株式が存在しないため、

記載しておりません。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成29年11月14日

北川精機株式会社

取締役会 御中

 

仁智監査法人

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 山口 高志   印

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 内藤 泰一   印

 

 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている北川精機株式会

社の平成29年７月１日から平成30年６月30日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成29年７月１日から平成

29年９月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成29年７月１日から平成29年９月30日まで）に係る四半期連結財務

諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

 四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

 当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、北川精機株式会社及び連結子会社の平成29年９月30日現在の財政状態

及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要

な点において認められなかった。

 

利害関係

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
 

以 上

 
 （注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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