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1.  平成22年6月期第3四半期の連結業績（平成21年7月1日～平成22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 ％

22年6月期第3四半期 2,486 △59.8 △607 ― △549 ― △892 ―

21年6月期第3四半期 6,187 ― 430 ― 314 ― 41 ―

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

22年6月期第3四半期 △128.26 ―

21年6月期第3四半期 5.91 ―

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

22年6月期第3四半期 9,727 5,154 50.6 708.06
21年6月期 10,323 6,174 57.5 853.39

（参考） 自己資本   22年6月期第3四半期  4,926百万円 21年6月期  5,937百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

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

21年6月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00
22年6月期 ― 0.00 ―

22年6月期 
（予想）

8.00 8.00

3.  平成22年6月期の連結業績予想（平成21年7月1日～平成22年6月30日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 3,875 △45.1 △660 ― △630 ― △985 ― △141.56
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4.  その他 

(1) 期中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) 簡便な会計処理及び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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご参照ください。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

平成22年５月11日に「特別損失の計上並びに業績予想の修正に関するお知らせ」を発表しております。上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な
情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業況の変更等により、上記予想数値と異なる場合がありま
す。 
業績予想の前提となる注意事項等につきましては、４ページ【定性的・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご参照ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年6月期第3四半期 6,959,600株 21年6月期  6,959,600株

② 期末自己株式数 22年6月期第3四半期  1,600株 21年6月期  1,600株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年6月期第3四半期 6,958,000株 21年6月期第3四半期 6,958,000株
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【定性的情報・財務諸表等】 

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我が国経済は、海外経済の改善や新政権による緊急経済対策の効果等を背

景に、輸出の増加や個人消費の持ち直しが見られたものの、雇用情勢やデフレの影響など景気を下押しするリス

クが残されており、依然として厳しい状況にあります。 

 こうした状況下、当社グループは、新製品の開発やトータルコストダウンの実施、強化に取り組んでまいりま

した。しかしながら、設備の余剰感を背景として、産業界全体に設備投資を抑制する動きが続いており、また依

然として続く円高により、産業機械事業を始めとして売上高の減少や、粗利益率低下による利益の減少等、厳し

い状況で推移いたしました。また、特別損失としてＥＤＬＣ事業の減損損失計上も加わり、大幅な四半期純損失

計上に至りました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高 2,486 百万円（前年同期比 59.8％減）、営業損失 607

百万円（前年同期は 430 百万円の利益）、経常損失 549 百万円（前年同期は 314 百万円の利益）、四半期純損失

892 百万円（前年同期は 41 百万円の利益）となりました。 

 事業別の状況は次のとおりであります。 

（産業機械事業） 

 国内外向けともに基板プレスの売上高が減少し、販売単価下落等により粗利益も減少し、売上高 1,259 百万

円（前年同期比 35.9％減）、営業損失 211 百万円（前年同期は 136 百万円の利益）となりました。 

（建材機械事業） 

 国内向け合板プレス・合板機械の売上高は増加したものの、海外向け合板プレス・合板機械の減少を補完す

るに至らず、売上高 571 百万円（前年同期比 60.5％減）、営業利益 29 百万円（前年同期比 91.6％減）となり

ました。 

（ＦＡシステム事業） 

 大型ＦＡ機械の受注高が減少したことにより、売上高 258 百万円（前年同期比 77.2％減）、営業損失 57 百

万円（前年同期は 123 百万円の利益）となりました。 

（ソーラーシステム事業） 

 前期第４四半期以降受注の減少に伴う生産調整は依然として続いており、売上高 125 百万円（前年同期比

88.7％減）、営業損失 263 百万円（前年同期は 77 百万円の利益）となりました。 

（ＥＤＬＣ事業） 

 販売数量の減少や、競争激化・円高等による販売価格が下落したことにより、売上高 142 百万円（前年同期

比 65.0％減）、営業損失 77 百万円（前年同期は 228 百万円の損失）となりました。 

（その他の事業） 

 国内向け油圧機器の利益率低下や国内向け機械の販売経費等により、売上高 128 百万円（前年同期比 6.7％

増）、営業損失 21 百万円（前年同期は 17 百万円の利益）となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

（資 産） 

 第３四半期連結会計期間末の総資産は 9,727 百万円となり、前連結会計年度末に比べて 596 百万円の減少と

なりました。主な増加は仕掛品 348 百万円であり、主な減少は受取手形及び売掛金 261 百万円、有価証券 150

百万円、有形固定資産 451 百万円であります。 

（負 債） 

 第３四半期連結会計期間末の負債は 4,572 百万円となり、前連結会計年度末に比べて 422 百万円の増加とな

りました。主な増加は短期借入金 440 百万円であります。 

（純資産） 

 第３四半期連結会計期間末の少数株主持分を含めた純資産は 5,154 百万円となり、前連結会計年度末に比べて

1,019 百万円の減少となりました。主な減少は利益剰余金996 百万円であります。 
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②キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は 2,122 百万円となり、

前連結会計年度末に比べ 139 百万円の減少となりました。 

 当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果、使用した資金は 109 百万円（前年同四半期は 429 百万円の使用）となりました。主な収

入は減価償却費 323 百万円、減損損失 217 百万円、売上債権の減少 261 百万円、仕入債務の増加 85 百万円、

前受金の増加 178 百万円であり、主な支出は税金等調整前四半期純損失 793 百万円、たな卸資産の増加 449

百万円であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果、使用した資金は 295 百万円（前年同四半期は 271 百万円の使用）となりました。これは

主に有形固定資産の取得による支出 203 百万円、無形固定資産の取得による支出 49 百万円、投資有価証券

の取得による支出 40 百万円であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果、得られた資金は 259 百万円（前年同四半期は 818 百万円の取得）となりました。主な収

入は短期借入れによる収入 696 百万円であり、主な支出は短期借入金の返済による支出 256 百万円、長期借

入金の返済による支出 65 百万円、配当金の支払額 104 百万円であります。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 経営環境等を勘案して通期の業績予想の見直しを行い、平成 22 年２月 10 日発表の予想を修正いたしました。 

 詳細は、平成 22 年５月 11 日発表の「特別損失の計上並びに業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照くだ

さい。 

 

４．その他 

 (1) 期中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） 

   該当事項はありません。 

 

 (2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと

認められるため、前連結会計期間末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

②たな卸資産の評価方法 

 当第３四半期連結会計期間末の算出に関しては、実地たな卸を省略し、第２四半期連結会計期間末の実地

たな卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

③固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法

によっております。 

④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損益に対する税効果

会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純損失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。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

 

 (3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

   該当事項はありません。 
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年３月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,122,239 2,112,099

受取手形及び売掛金 1,710,945 1,972,260

有価証券 － 150,000

商品及び製品 358,495 249,960

仕掛品 1,079,775 731,246

原材料及び貯蔵品 306,238 314,203

その他 149,389 395,204

貸倒引当金 △22,646 △13,341

流動資産合計 5,704,439 5,911,634

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 986,473 1,098,767

土地 1,578,015 1,578,015

その他（純額） 712,420 1,051,587

有形固定資産合計 3,276,909 3,728,369

無形固定資産 73,889 38,703

投資その他の資産   

その他 857,175 660,933

貸倒引当金 △185,381 △15,823

投資その他の資産合計 671,793 645,109

固定資産合計 4,022,592 4,412,183

資産合計 9,727,031 10,323,817

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 853,531 768,260

短期借入金 1,941,500 1,501,500

未払法人税等 5,978 86,676

賞与引当金 34,370 32,647

役員賞与引当金 3,750 7,000

製品保証引当金 5,170 11,220

受注損失引当金 1,000 －

その他 634,956 678,447

流動負債合計 3,480,257 3,085,751

固定負債   

長期借入金 500,800 503,050

退職給付引当金 290,294 258,021

役員退職慰労引当金 239,165 230,490

その他 61,845 72,265

固定負債合計 1,092,105 1,063,826

負債合計 4,572,362 4,149,577
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年３月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年６月30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 2,406,321 3,403,107

自己株式 △1,050 △1,050

株主資本合計 4,912,665 5,909,452

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 13,992 28,415

評価・換算差額等合計 13,992 28,415

少数株主持分 228,010 236,371

純資産合計 5,154,669 6,174,239

負債純資産合計 9,727,031 10,323,817
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（２）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20年７月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 6,187,959 2,486,395

売上原価 5,008,632 2,429,089

売上総利益 1,179,326 57,306

販売費及び一般管理費 748,445 664,399

営業利益又は営業損失（△） 430,881 △607,093

営業外収益   

受取利息 3,422 815

受取配当金 3,525 2,572

作業くず売却益 3,205 －

雇用調整助成金 － 86,594

その他 2,357 9,332

営業外収益合計 12,510 99,314

営業外費用   

支払利息 16,652 14,897

為替差損 － 9,981

持分法による投資損失 92,386 －

休止固定資産減価償却費 － 9,360

その他 19,579 7,814

営業外費用合計 128,619 42,054

経常利益又は経常損失（△） 314,772 △549,832

特別利益   

固定資産売却益 779 434

製品保証引当金戻入額 1,520 6,170

貸倒引当金戻入額 1,074 192

特別利益合計 3,373 6,796

特別損失   

前期損益修正損 － 33,023

固定資産売却損 1,293 251

固定資産除却損 715 111

減損損失 － 217,560

投資有価証券評価損 17,850 －

関係会社株式評価損 8,166 －

特別損失合計 28,025 250,946

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（△）

290,120 △793,982

法人税等 149,040 96,395

少数株主利益 99,989 2,039

四半期純利益又は四半期純損失（△） 41,090 △892,416
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

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（△）

290,120 △793,982

減価償却費 338,221 323,265

賞与引当金の増減額（△は減少） 30,775 1,723

退職給付引当金の増減額（△は減少） 17,183 32,273

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,640 8,675

受注損失引当金の増減額（△は減少） － 1,000

減損損失 － 217,560

貸倒引当金の増減額（△は減少） 599 9,305

受取利息及び受取配当金 △6,947 △3,387

支払利息 16,652 14,897

為替差損益（△は益） △13,353 △5,646

持分法による投資損益（△は益） 92,386 －

投資有価証券評価損益（△は益） 17,850 －

固定資産売却損益（△は益） 514 △183

固定資産除却損 715 111

売上債権の増減額（△は増加） 156,044 261,314

たな卸資産の増減額（△は増加） 397,487 △449,099

仕入債務の増減額（△は減少） △922,086 85,271

前受金の増減額（△は減少） △205,066 178,638

未払金の増減額（△は減少） △35,787 11,870

その他 27,515 △99,305

小計 211,467 △205,698

利息及び配当金の受取額 6,947 3,370

利息の支払額 △15,999 △14,904

法人税等の支払額 △631,496 △88,475

法人税等の還付額 － 196,192

営業活動によるキャッシュ・フロー △429,080 △109,515

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △250,247 △203,087

有形固定資産の売却による収入 6,356 1,647

無形固定資産の取得による支出 △23,443 △49,439

投資有価証券の取得による支出 △1,527 △40,561

貸付金の回収による収入 9,835 －

その他の支出 △21,949 △7,195

その他の収入 9,306 3,363

投資活動によるキャッシュ・フロー △271,669 △295,271

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 2,028,850 696,500

短期借入金の返済による支出 △1,031,000 △256,500

長期借入金の返済による支出 △64,350 △65,950

配当金の支払額 △104,370 △104,370

少数株主への配当金の支払額 △10,400 △10,400

財務活動によるキャッシュ・フロー 818,730 259,280
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年３月31日) 

現金及び現金同等物に係る換算差額 13,353 5,646

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 131,332 △139,860

現金及び現金同等物の期首残高 2,140,111 2,262,099

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,271,443 2,122,239

北川精機株式会社(6327)　平成22年6月期　第3四半期決算短信

－ 9 －



(4) 継続企業の前提に関する注記 

 当第３四半期連結累計期間（自 平成 21 年７月１日 至 平成 22 年３月 31 日） 

  該当事項はありません。 
 

(5) セグメント情報 

 ａ.事業の種類別セグメント情報 

   前第３四半期連結累計期間（自 平成 20 年７月１日 至 平成 21 年３月 31 日）     （単位：千円） 

 
産業機械 
事  業 

建材機械 
事  業 

ＦＡｼｽﾃﾑ
事  業

ｿｰﾗｰｼｽﾃﾑ
事  業

ＥＤＬＣ
事  業

その他の
事  業

計 
消去又は 
全  社 

連 結

売 上 高 

(1)外部顧客に対する

売上高 

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 

1,964,792 
 

4,176 

1,446,509 
 

－ 

1,134,862

322

1,113,044

－

408,027

－

120,722

39,301

6,187,959 
 

43,799 

 
－ 

 
( 43,799)

6,187,959

－

計 1,968,968 1,446,509 1,135,184 1,113,044 408,027 160,024 6,231,758 ( 43,799) 6,187,959

営業利益又は営業損失(△) 136,892 348,682 123,838 77,126 △228,849 17,060 474,749 ( 43,868) 430,881

   当第３四半期連結累計期間（自 平成 21 年７月１日 至 平成 22 年３月 31 日）      （単位：千円） 

 
産業機械 
事  業 

建材機械 
事  業 

ＦＡｼｽﾃﾑ
事  業

ｿｰﾗｰｼｽﾃﾑ
事  業

ＥＤＬＣ
事  業

その他の
事  業

計 
消去又は 
全  社 

連 結

売 上 高 

(1)外部顧客に対する

売上高 

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 

1,259,212 
 

722 

571,524 
 

－ 

258,447

355

125,672

－

142,698

－

128,839

23,997

2,486,395 
 

25,074 

 
－ 

 
( 25,074)

2,486,395

－

計 1,259,934 571,524 258,802 125,672 142,698 152,837 2,511,469 ( 25,074) 2,486,395

営業利益又は営業損失(△) △211,904 29,128 △57,375 △263,067 △77,765 △21,142 △602,128 (  4,965) △607,093

(注) １．事業区分の方法 

事業区分は、内部管理上採用している区分をベースに、事業の種類・性質等の類似性を考慮して区分

しております。 

     ２．各区分に属する主要な製品 

事 業 区 分 主 要 製 品 

産 業 機 械 事 業 基板プレス、新素材プレス  

建 材 機 械 事 業 合板プレス、合板機械 

Ｆ Ａ シ ス テ ム 事 業 ＦＡ機械、搬送機械  

ソ ー ラ ー シ ス テ ム 事 業 太陽光発電用シリコンウェハー  

Ｅ Ｄ Ｌ Ｃ 事 業 電気二重層キャパシタ 

そ の 他 の 事 業 油圧機器等 
 

 ｂ.所在地別セグメント情報 

 前第３四半期連結累計期間（自 平成 20 年７月１日 至 平成 21 年３月 31 日）及び当第３四半期連結累

計期間（自 平成 21 年７月１日 至 平成 22 年３月 31 日）において、在外連結子会社及び在外支店がないた

め、該当事項はありません。 
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 ｃ.海外売上高 

   前第３四半期連結累計期間（自 平成 20 年７月１日 至 平成 21 年３月 31 日）     （単位：千円） 

 アジア ロシア 計 

Ⅰ海外売上高 

Ⅱ連結売上高 

Ⅲ海外売上高の連結 
 売上高に占める割合 

1,460,810 

－ 

 
23.6％ 

1,310,911 

－ 

 
21.2％ 

2,771,722 

6,187,959 

 
44.8％ 

   当第３四半期連結累計期間（自 平成 21 年７月１日 至 平成 22 年３月 31 日）      （単位：千円） 

 アジア ロシア 計 

Ⅰ海外売上高 

Ⅱ連結売上高 

Ⅲ海外売上高の連結 
 売上高に占める割合 

1,114,265 

－ 

 
44.8％ 

195,170 

－ 

 
7.9％ 

1,309,435 

2,486,395 

 
52.7％ 

(注) １．国又は地域の区分の方法は、地理的近接度により区分しております。 

   ２．各区分に属する主な国又は地域は、次のとおりであります。 

アジア-------台湾、中国等 

   ３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

 

(6) 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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