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1.  平成24年6月期第3四半期の連結業績（平成23年7月1日～平成24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 ％

24年6月期第3四半期 2,749 △25.9 △699 ― △745 ― △2,382 ―
23年6月期第3四半期 3,712 49.3 △698 ― △758 ― △812 ―

（注）包括利益 24年6月期第3四半期 △2,356百万円 （―％） 23年6月期第3四半期 △784百万円 （―％）

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

24年6月期第3四半期 △342.48 ―
23年6月期第3四半期 △116.78 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年6月期第3四半期 6,477 640 6.4
23年6月期 10,537 3,003 26.4
（参考） 自己資本   24年6月期第3四半期  411百万円 23年6月期  2,783百万円

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

23年6月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年6月期 ― 0.00 ―
24年6月期（予想） 0.00 0.00

3.  平成24年6月期の連結業績予想（平成23年7月1日～平成24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 3,730 △36.0 △750 ― △740 ― △2,370 ― △340.62



(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】３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。 

4.  その他

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） 24年6月期3Q 6,959,600 株 23年6月期 6,959,600 株
② 期末自己株式数 24年6月期3Q 1,721 株 23年6月期 1,721 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年6月期3Q 6,957,879 株 23年6月期3Q 6,957,939 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わが国経済は、東日本大震災後の影響から徐々に回復に向けての兆しがみら

れたものの、欧州債務問題、円高、株安、デフレ経済等が長期化するなか、依然として先行き不透明な状況が続い

ております。 

このような状況の中、当社グループにおきましては、収益性の改善と財務体質強化を図るとともに、高品質で高

付加価値の製品を提供するよう努力してまいりました。しかしながら、予想を上回る円高や、価格競争の激化等に

より、売上高・利益ともに減少しました。特に、太陽光発電（ＰＶ事業）において、世界的な供給過剰により受注

状況が悪化し、当初想定していた収益を見込めないことから、第２四半期連結会計期間において 1,552 百万円の減

損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 2,749 百万円（前年同四半期比 25.9％減）、営業損失 699

百万円（前年同四半期は 698 百万円の損失）、経常損失 745 百万円（前年同四半期は 758 百万円の損失）、四半期純

損失 2,382 百万円（前年同四半期は 812 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。 

（産業機械事業） 

設備投資を抑制する動き等から受注の延期等が多く、原価管理の見直しを実施しましたが、売上高 1,611 百万

円（前年同四半期比 34.2％減）、営業損失 92 百万円（前年同四半期は 246 百万円の損失）となりました。 

（建材機械事業） 

国内において、合板プレス・合板機械の大型機械受注は少ないものの、東日本大震災の復興需要により、売上

高 741 百万円（前年同四半期比 49.3％増）、営業利益 59 百万円（前年同四半期は８百万円の損失）となりまし

た。 

（ＰＶ事業） 

設備を拡大したものの、太陽光発電市場の急激な悪化により受注が激減し、売上高 202 百万円（前年同四半期

比 62.1％減）、営業損失 594 百万円（前年同四半期は 381 百万円の損失）となりました。 

（ＥＤＬＣ事業） 

コスト削減に努めましたが、売上が減少したため、売上高 70 百万円（前年同四半期比 52.8％減）、営業損失

77 百万円（前年同四半期は 66 百万円の損失）となりました。 

（その他） 

国内向け油圧機器の売上は増加したものの、価格競争の激化等により、売上高 124 百万円（前年同四半期比

50.3％増）、営業利益６百万円（前年同四半期比 38.4％減）となりました。 

 

コア事業における今後の展開は、次のとおりであります。 

（産業機械事業） 

受注は増加傾向にあり、好転の兆しが見えはじめているため、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、今後の市場拡大が望める当社独

自の技術を生かした下記新製品の販売を強化してまいります。 

・システムインパッケージ（ＳiＰ）成形装置 

・グリーン・シート（セラミック）成形装置 

・ハイブリッド車・電気自動車関連電子機器の部品成形機 

・ＣＣＬ及びＰＣＢに使用されるプリプレグの切断装置（切断時に発生する粉体を抑えた装置） 

・ノンフロープレス（ＣＣＬ及びＰＣＢ成型において厚み精度が高くエネルギー・コストの低い成形装置） 

・太陽電池モジュール製造用多段真空ラミネータ装置  

（建材機械事業） 

海外については、合板プレス・合板機械の大口案件の引き合いが増加しております。国内についても、震災復

興による住宅着工を想定した設備投資も見込まれるため、今後とも受注活動を強化してまいります。 
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 (2) 連結財政状態に関する定性的情報  

（資 産）  

総資産は 6,477 百万円となり、前連結会計年度末に比べて 4,059 百万円の減少となりました。これは主に、現

金及び預金 583 百万円、受取手形及び売掛金 1,230 百万円、有形固定資産 1,589 百万円（内、リース資産 1,264

百万円）の減少によるものであります。 

（負 債）  

負債は 5,837 百万円となり、前連結会計年度末に比べて 1,697 百万円の減少となりました。これは主に、支払

手形及び買掛金 873 百万円、短期借入金 420 百万円の減少によるものであります。 

（純資産）  

少数株主持分を含めた純資産は 640 百万円となり、前連結会計年度末に比べて 2,362 百万円の減少となりまし

た。これは主に、四半期純損失 2,382 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 24 年２月 10 日発表の通期業績予想の見直しは行っておりません。 

なお、当社グループは引き続き販売力や企業体質の強化に努めてまいりますが、事業環境が大きく変化しており、

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。 

 

２．サマリー情報（その他）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。 

 

 (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。 
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３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要  

当社グループは、前連結会計年度まで２期連続の営業損失、３期連続の当期純損失を計上しております。また、

当第３四半期連結累計期間において 699 百万円の営業損失及び 2,382 百万円の四半期純損失を計上しました。これ

らの状況により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 不採算事業の見直し 

ＰＶ事業については、市場低迷による販売単価の大幅な下落で受注状況が悪化しており、営業活動は続ける

ものの、当面は生産を休止し、費用削減を図ってまいります。また、高品質で高付加価値の製品開発と採算性

の高い受注の発掘に努めてまいります。 

ＥＤＬＣ事業については、製品在庫の販売に注力し、生産を一時休止して費用削減を図ってまいります。 

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

を強化してまいります。 

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なっております。 

（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、必要資金の確保や返済条件の見直しなどを協議しております。 

②  資産の売却 

当社の所有する売却可能な資産の洗い出しを行い、市場環境を勘案し売却を進めております。 

 
しかしながら、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通りに進捗しない、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23年６月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 935,454 351,820

受取手形及び売掛金 2,827,656 1,597,266

商品及び製品 － 11,884

仕掛品 593,513 315,583

原材料及び貯蔵品 382,450 278,623

その他 334,074 93,431

貸倒引当金 △2,495 △14,919

流動資産合計 5,070,653 2,633,690

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,173,990 1,117,498

土地 1,866,619 1,761,091

リース資産（純額） 1,267,711 2,771

その他（純額） 477,202 314,811

有形固定資産合計 4,785,524 3,196,173

無形固定資産 56,787 42,608

投資その他の資産   

その他 826,405 833,791

貸倒引当金 △202,139 △228,289

投資その他の資産合計 624,265 605,501

固定資産合計 5,466,577 3,844,283

資産合計 10,537,230 6,477,974

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,412,546 538,890

短期借入金 2,481,500 2,061,500

未払法人税等 13,588 28,355

賞与引当金 25,410 22,264

役員賞与引当金 6,000 4,500

製品保証引当金 17,071 16,148

受注損失引当金 27,328 1,802

その他 1,425,776 1,257,709

流動負債合計 5,409,221 3,931,169

固定負債   

長期借入金 632,856 543,657

リース債務 905,553 750,429

退職給付引当金 281,300 300,472

役員退職慰労引当金 245,070 253,207

その他 60,164 58,167

固定負債合計 2,124,944 1,905,934

負債合計 7,534,166 5,837,104
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年６月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24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 258,904 △2,124,035

自己株式 △1,086 △1,086

株主資本合計 2,765,212 382,273

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 18,733 28,825

為替換算調整勘定 － 817

その他の包括利益累計額合計 18,733 29,643

少数株主持分 219,118 228,953

純資産合計 3,003,064 640,870

負債純資産合計 10,537,230 6,477,974
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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22年７月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第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) 

売上高 3,712,963 2,749,791

売上原価 3,702,326 2,832,957

売上総利益又は売上総損失（△） 10,637 △83,166

販売費及び一般管理費 709,186 616,389

営業損失（△） △698,549 △699,556

営業外収益   

受取利息 273 2,022

受取配当金 2,090 2,406

雇用調整助成金 20,253 43,341

試作品売却益 － 12,000

その他 5,625 5,155

営業外収益合計 28,243 64,926

営業外費用   

支払利息 31,774 71,032

為替差損 56,425 6,337

その他 52 33,263

営業外費用合計 88,252 110,633

経常損失（△） △758,558 △745,263

特別利益   

固定資産売却益 160 5,173

製品保証引当金戻入額 860 －

貸倒引当金戻入額 576 －

特別利益合計 1,596 5,173

特別損失   

固定資産売却損 108 －

固定資産除却損 40 321

減損損失 － 1,552,352

投資有価証券評価損 44,689 39,268

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 4,205 －

特別損失合計 49,043 1,591,941

税金等調整前四半期純損失（△） △806,005 △2,332,031

法人税等 12,469 35,872

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △818,474 △2,367,904

少数株主利益又は少数株主損失（△） △5,951 15,035

四半期純損失（△） △812,523 △2,382,939
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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22年７月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △818,474 △2,367,904

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 34,110 10,092

為替換算調整勘定 － 817

その他の包括利益合計 34,110 10,910

四半期包括利益 △784,364 △2,356,994

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △778,413 △2,372,029

少数株主に係る四半期包括利益 △5,951 15,035
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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、前連結会計年度まで２期連続の営業損失、３期連続の当期純損失を計上しております。また、

当第３四半期連結累計期間において 699,556 千円の営業損失及び 2,382,939 千円の四半期純損失を計上しました。

これらの状況により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 不採算事業の見直し 

ＰＶ事業については、市場低迷による販売単価の大幅な下落で受注状況が悪化しており、営業活動は続ける

ものの、当面は生産を休止し、費用削減を図ってまいります。また、高品質で高付加価値の製品開発と採算性

の高い受注の発掘に努めてまいります。 

ＥＤＬＣ事業については、製品在庫の販売に注力し、生産を一時休止して費用削減を図ってまいります。 

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

を強化してまいります。 

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なっております。 

（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、必要資金の確保や返済条件の見直しなどを協議しております。 

②  資産の売却 

当社の所有する売却可能な資産の洗い出しを行い、市場環境を勘案し売却を進めてまいります。 

 
しかしながら、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通りに進捗しない、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は反映しておりません。 
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 (4) セグメント情報等 

前第３四半期連結累計期間（自 平成 22 年７月１日 至 平成 23 年３月 31 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)２ 

合 計 調整額 
(注)３ 

四半期連結
損益計算書
計 上 額
(注)４ 

産業機械
事  業

建材機械 
事  業 

ＰＶ事業
(注)１ 

ＥＤＬＣ
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 

2,449,321

2,564

496,612 

 

－ 
 

535,064

－

149,186

11

3,630,184

2,576

82,778

45,046

3,712,963 

 

47,622 
 

－ 

 

△47,622 
 

3,712,963

－

計 2,451,886 496,612 535,064 149,198 3,632,761 127,824 3,760,585 △47,622 3,712,963

セグメント利益又は損失(△) △246,059 △8,599 △381,099 △66,291 △702,050 10,423 △691,626 △6,922 △698,549

（注）１．「ＰＶ事業」は第３四半期会計期間から「ソーラーシステム事業」という名称より変更しております。 

   ２．「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、その他の事業（油圧機器等）

を含んでおります。 

   ３．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。 

   ４．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。 
 

   当第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 

ＰＶ事業 ＥＤＬＣ
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 

 

－ 
 

202,748

－

70,356

13

2,625,407

3,149

124,383

18,010

2,749,791 

 

21,160 
 

－ 

 

△21,160 
 

2,749,791

－

計 1,614,201 741,237 202,748 70,370 2,628,557 142,394 2,770,951 △21,160 2,749,791

セグメント利益又は損失(△) △92,424 59,296 △594,403 △77,287 △704,818 6,420 △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、その他の事業（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   

ＰＶ事業におきまして、固定資産の減損損失を計上したこと等により、ＰＶ事業の資産は前連結会計年度末

に比べ1,967,411 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   

ＰＶ事業におきまして、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。    

 

 (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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