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1.  平成25年6月期の連結業績（平成24年7月1日～平成25年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年6月期 3,520 9.1 137 ― 166 ― 157 ―
24年6月期 3,225 △44.7 △881 ― △926 ― △2,287 ―

（注）包括利益 25年6月期 248百万円 （―％） 24年6月期 △2,318百万円 （―％）

1株当たり当期純利益 潜在株式調整後1株当たり
当期純利益

自己資本当期純利益
率 総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

25年6月期 22.64 ― 28.3 2.5 3.9
24年6月期 △328.79 ― △141.1 △10.9 △27.3

（参考） 持分法投資損益 25年6月期  ―百万円 24年6月期  ―百万円

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 6,715 922 9.8 94.32
24年6月期 6,457 679 7.1 65.90

（参考） 自己資本   25年6月期  656百万円 24年6月期  458百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

25年6月期 614 327 △283 1,540
24年6月期 697 153 △642 778

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

24年6月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
25年6月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
26年6月期(予想) ― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3. 平成26年 6月期の連結業績予想（平成25年 7月 1日～平成26年 6月30日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期(累計) 1,615 △11.9 △45 ― △95 ― △80 ― △11.50
通期 4,185 18.9 220 59.6 150 △10.1 95 △39.7 13.65



※  注記事項 
(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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 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 1,796 株 24年6月期 1,721 株
③ 期中平均株式数 25年6月期 6,957,835 株 24年6月期 6,957,879 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成25年6月期の個別業績（平成24年7月1日～平成25年6月30日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年6月期 2,322 8.7 0 ― 15 ― 118 ―
24年6月期 2,136 △57.0 △925 ― △950 ― △2,293 ―

1株当たり当期純利益 潜在株式調整後1株当たり当期純
利益

円 銭 円 銭

25年6月期 17.03 ―
24年6月期 △329.65 ―

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 5,129 192 3.8 27.69
24年6月期 5,446 40 0.7 5.78

（参考） 自己資本 25年6月期  192百万円 24年6月期  40百万円

2. 平成26年 6月期の個別業績予想（平成25年 7月 1日～平成26年 6月30日） 
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、財務諸表に対する監査手続は終了しておりません。 

※ 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修正は、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「１．経営成績（１）経営に関する分析」をご覧ください。 

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

第2四半期(累計) 1,140 △25.9 △70 ― △120 ― △95 ― △13.65
通期 3,080 32.6 110 ― 5 △68.4 30 △74.7 4.31
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１．経営成績・財政状態に関する分析 

 (1) 経営成績に関する分析  

①  当期の概況 

当連結会計年度におけるわが国経済は、復興需要等を背景として持ち直しの動きが見られ、昨年末の政権交代

以後、経済政策への期待感から円安・株高が進行しました。しかし、欧州債務危機や中国をはじめとする新興国

の景気減速等の影響から、依然として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、当連結会計年度の業績は、売上高 3,520 百万円（前期比 9.1％増）、営業利益 137 百万円（前期は

881 百万円の損失）、経常利益 166 百万円（前期は 926 百万円の損失）、当期純利益 157 百万円（前期は 2,287 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、以下の前期比較については、前

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性能配線板向け基板プレスをはじめ、国内外向けの売上は増加しましたが、一部案件

の製造原価の増加等により、売上高 2,335 百万円（前期比 24.9％増）、営業損失 10 百万円（前期は 192 百万円

の損失）となりました。 

【建材機械事業】 

合板プレス・合板機械の国内・海外向け共に売上が増加し、売上高 1,005 百万円（前期比 13.9％増）、営業利

益 137 百万円（前期比 272.2％増）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

179 百万円（前期比 62.0％減）、営業利益 14 百万円（前期は 735 百万円の損失）となりました。 

 

②  次期の見通し 

今後の見通しにつきましては、政府・日銀による積極的な経済政策を背景に回復基調をたどるものと期待され

ますが、円安による原油の高騰や材料価格の上昇が懸念されます。また、欧州債務リスクの再燃や、中国をはじ

めとする新興国の成長鈍化から、引き続き厳しい状況が予想されます。 

そこで、当社グループでは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が、当

初の数値目標には至らなかったことと厳しい経営環境を鑑み、本日「中期経営計画の修正に関するお知らせ」を

公表しました。引き続き、スマートフォン・タブレット関連企業に納入する「プリント基板製造装置」と建材関

連企業に納入する「合板プレス」を軸として経営基盤の強化に取り組んでまいります。 

現時点における平成 26 年６月期連結業績見通しは、売上高 4,185 百万円（前期比 18.9％増）、営業利益 220

百万円（前期比 59.6％増）、経常利益 150 百万円（前期比 10.1％減）、当期純利益 95 百万円（前期比 39.7％減）

を見込んでおります。 
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(2) 財政状態に関する分析  

①  資産、負債及び純資産の状況 

（資 産）  

総資産は 6,715 百万円となり、前連結会計年度末に比べて 257 百万円の増加となりました。これは主に、現

金及び預金 760 百万円の増加と、受取手形及び売掛金 104 百万円、たな卸資産（商品及び製品・仕掛品・原材

料及び貯蔵品）135 百万円、有形固定資産 112 百万円、投資有価証券 127 百万円の減少によるものであります。 

（負 債）  

負債は 5,793 百万円となり、前連結会計年度末に比べて 14 百万円の増加となりました。これは主に、支払

手形及び買掛金 157 百万円、短期借入金 60 百万円、１年内返済予定の長期借入金 115 百万円、長期借入金 621

百万円の増加と、リース債務（短・長）1,047 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 922 百万円となり、前連結会計年度末に比べて 242 百万円の増加となりまし

た。これは主に、当期純利益 157 百万円によるものであります。 

 

②  キャッシュ・フローの状況  

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は 1,540 百万円となり、前連結会計

年度末に比べ 761 百万円の増加となりました。 

当連結会計年度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、獲得した資金は 614 百万円（前年は 697 百万円の獲得）となりました。これは主に、税金

等調整前当期純利益 284 百万円、減価償却費 155 百万円、仕入債務の増加 151 百万円によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

投資活動の結果、獲得した資金は 327 百万円（前年は 153 百万円の獲得）となりました。これは主に、投資

有価証券の売却による収入 211 百万円、保険積立金の解約による収入 111 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、使用した資金は 283 百万円（前年は 642 百万円の使用）となりました。これは主に長期借

入金の返済による支出 250 百万円であります。 

（キャッシュ・フロー指標のトレンド） 

 平成 23 年 6月期 平成 24 年 6月期 平成 25 年 6月期 

自己資本比率（％） 26.4 7.1 9.8 

時価ベースの自己資本比率（％） 16.4 9.5 12.2 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） － 6.2 6.6 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － 7.5 7.0 

（注） 自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

１.各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

２.株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに算出しております。 

３.キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用

しております。 

４.有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象とし

ております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息支払額を使用しており

ます。 

５.平成 23 年６月期は、営業キャッシュ・フローがマイナスとなっておりますので、キャッシュ・フロー

対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオは記載しておりません。 
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 (3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は、株主の皆様への安定的な利益還元を経営の重要課題と認識し、収益基盤の拡充を図りながら、安定配当

と増配を実施していく方針であります。 

当期の配当につきましては、当期純利益を計上したものの、財務体質の強化を 優先することが適切な経営判断

であると考え、誠に遺憾ながら無配とさせていただきます。 

また、次期の配当につきましても、業績の見通しや財務状況を踏まえ、配当を見送らせていただきたく、何卒ご

理解賜りますようお願い申しあげます。 

 

 (4) 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。当連結会計年度においては、137 百万円の営業利益を計上し、当期純利益も 157 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、以下の対応策を講じてまいります。 

（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人件費削減と、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、当連結会計年度（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。 

当連結会計年度において、撤退したＰＶ事業設備（太陽光発電用シリコンウェハーの製造機械）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、長期分割弁済をしております。 

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、当連結会計年度において、役員生命保険の一部解

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、今後の経済情勢及び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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※北川精机貿易(上海)有限公司 
産業機械事業 
（販売） 

 

２．企業集団の状況 

 

 当社グループは、当社、連結子会社４社で構成されており、産業機械、建材機械を主な事業としております。 

 当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。 

 なお、当連結会計年度より報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、21 ページ「セグメント情報等」

に記載のとおりであります。 

 

産業機械事業 …… 主要な製品は、当社において製造した基板プレス、新素材プレス、多段式真空ラミネータ

装置、ＦＡ機械、搬送機械であります。当社はこれらの製品を得意先に販売しております。

連結子会社北川精机貿易（上海）有限公司は当社製品を中国で販売しております。 

なお、関連会社カトー機工株式会社において主にリチウムバッテリー用巻取機を製造して

おりましたが、当連結会計年度において全株式を売却したため関連会社ではなくなりまし

た。 

建材機械事業 …… 主要な製品は、連結子会社キタガワエンジニアリング株式会社において製造した合板プレ

ス、合板機械であります。同社より直接得意先に販売しております。 

そ の 他 …… 主要な製品は、連結子会社ホクセイ工業株式会社において製造した油圧機器であります。

同社より直接得意先に販売しております。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

       

 

 
 

北川精機㈱（当社） 
  

産 業 機 械 事 業 
 

（製造・販売） 

※キタガワエンジニアリング㈱ 
建材機械事業 
（製造・販売） 

※ ホクセイ工業㈱ 
その他 

（製造・販売） 

国  内  得  意  先 海  外  得  意  先 

（注）連結子会社北川商事㈱は休眠会社であるため事業統計図には記載しておりません。 

※：連結子会社      ：外注加工      ：製  品 
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３．経営方針 

 (1) 会社の経営の基本方針  

創立以来、「英知と創造」を経営理念として、 

① 技術者集団のさらなる水準向上を図りながら、“simple is best”を基本に、価格・品質・納期で顧客満足

度向上を目指します。 

② ソフトウェア設計・ハードウェア設計・制御設計による設計革新と、設計者の思いを形にする加工技術・組

立技術・検査技術による生産技術革新により、創造的製品の開発を目指します。 

 すなわち、独自の熱、圧力制御技術をベースに先端技術との融合を図りながら、独創的で高性能・高品質な製

品開発を通じて、ユーザーの生産効率向上、省力化に貢献してまいります。 

 

(2) 目標とする経営指標  

当社グループは、継続的かつ安定的な収益の確保に努め、企業価値の向上を目指しております。経営指標として

は売上高・経常利益率を重視し、その向上に努めてまいります。 

 

(3) 中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題  

当社グループは、スマートフォン・タブレット関連企業に納入する「プリント基板製造装置」や建材関連企業に

納入する「合板プレス」を軸とし、営業を強化するとともに財務体質の改善を図り、経営基盤の強化を図るため、

以下の取り組みを推進してまいります。 

 ① 真空プレス技術の深耕  

・ 独自技術の優位性を活かした高品質・高付加価値製品の開発 

・ 国内外でＫＩＴＡＧＡＷＡブランドの価値向上 

 ② 収益力の強化 

・ コア事業での売上増強と採算管理徹底 

・ 固定費の削減 

 ③ 活力溢れる組織の実現 

・ 「創造的発想の重視」「困難に挑戦する行動力」「コミュニケーションの深化」を鍵とした組織の活性化 

・ 若手人材の積極的な登用   

 ④ 継続企業の前提の疑義解消 

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。当連結会計年度においては、137 百万円の営業利益を計上し、当期純利益も 157

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。 

詳細につきましては 15 ページ記載の「継続企業の前提に関する注記」をご参照ください。 
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４．連結財務諸表 
（１）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) 

当連結会計年度 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 779,759 1,540,111

受取手形及び売掛金 ※2  1,180,873 ※2  1,076,602

商品及び製品 97,253 40,740

仕掛品 413,496 364,022

原材料及び貯蔵品 268,181 238,570

繰延税金資産 9,671 13,923

その他 34,326 66,133

貸倒引当金 △51,283 △24,762

流動資産合計 2,732,277 3,315,340

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 ※1  4,177,865 ※1  4,174,230

減価償却累計額及び減損損失累計額 △3,082,074 △3,160,210

建物及び構築物（純額） 1,095,790 1,014,019

機械装置及び運搬具 3,890,089 4,421,946

減価償却累計額及び減損損失累計額 △3,641,553 △4,217,313

機械装置及び運搬具（純額） 248,535 204,633

土地 ※1  1,761,091 ※1  1,761,091

その他 1,978,395 503,563

減価償却累計額及び減損損失累計額 △1,925,357 △437,200

その他（純額） 53,037 66,363

有形固定資産合計 3,158,455 3,046,107

無形固定資産 40,771 21,284

投資その他の資産   

投資有価証券 216,772 89,198

長期貸付金 134,000 134,000

繰延税金資産 14,963 16,462

その他 389,003 316,277

貸倒引当金 △228,289 △223,564

投資その他の資産合計 526,449 332,373

固定資産合計 3,725,676 3,399,765

資産合計 6,457,954 6,715,106
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年６月30日) 

当連結会計年度 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 ※2  589,706 ※2  746,852

短期借入金 ※1  2,590,606 ※1  2,651,149

1年内返済予定の長期借入金 ※1  124,932 ※1  240,722

未払法人税等 34,456 67,635

賞与引当金 21,976 21,068

役員賞与引当金 6,000 8,700

製品保証引当金 19,246 23,076

受注損失引当金 9,201 4,109

その他 819,370 504,462

流動負債合計 4,215,496 4,267,776

固定負債   

長期借入金 ※1  536,924 ※1  1,158,099

繰延税金負債 27,905 30,013

退職給付引当金 297,448 302,873

役員退職慰労引当金 19,349 26,031

その他 681,589 8,259

固定負債合計 1,563,218 1,525,277

負債合計 5,778,714 5,793,053

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 △1,871,274

自己株式 △1,086 △1,094

株主資本合計 477,514 635,025

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 14,967

為替換算調整勘定 65 6,263

その他の包括利益累計額合計 △18,974 21,230

少数株主持分 220,700 265,796

純資産合計 679,239 922,052

負債純資産合計 6,457,954 6,715,106
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年７月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 3,225,996 3,520,982

売上原価 ※1  3,265,108 ※1  2,680,155

売上総利益又は売上総損失（△） △39,111 840,827

販売費及び一般管理費 ※2，※3  841,914 ※2，※3  703,024

営業利益又は営業損失（△） △881,026 137,803

営業外収益   

受取利息 212 576

受取配当金 4,550 2,834

為替差益 － 136,867

雇用調整助成金 61,766 24,198

その他 32,616 15,835

営業外収益合計 99,146 180,312

営業外費用   

支払利息 91,924 85,792

手形売却損 9,027 3,854

為替差損 16,836 －

遊休資産諸費用 19,906 57,496

その他 6,942 4,199

営業外費用合計 144,637 151,343

経常利益又は経常損失（△） △926,518 166,772

特別利益   

固定資産売却益 ※4  5,165 ※4  82,099

投資有価証券売却益 9,383 43,568

役員退職慰労引当金戻入額 253,490 －

保険解約返戻金 － 20,521

特別利益合計 268,038 146,190

特別損失   

固定資産除却損 ※5  373 ※5  87

減損損失 ※6  1,552,352 －

投資有価証券評価損 42,499 －

リース解約損 － 28,456

特別損失合計 1,595,224 28,544

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△2,253,704 284,418

法人税、住民税及び事業税 34,491 83,961

法人税等調整額 △7,279 △7,358

法人税等合計 27,211 76,602

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調
整前当期純損失（△）

△2,280,916 207,815

少数株主利益 6,782 50,296

当期純利益又は当期純損失（△） △2,287,698 157,518
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（連結包括利益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年７月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前当期純利益 △2,280,916 207,815

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △37,773 34,007

為替換算調整勘定 65 6,197

その他の包括利益合計 ※  △37,708 ※  40,205

包括利益 △2,318,624 248,020

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 △2,325,406 197,724

少数株主に係る包括利益 6,782 50,296
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年７月１日 
 至 平成25年６月30日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 1,250,830 1,250,830

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,250,830 1,250,830

資本剰余金   

当期首残高 1,256,565 1,256,565

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,256,565 1,256,565

利益剰余金   

当期首残高 258,904 △2,028,793

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △2,287,698 157,518

当期変動額合計 △2,287,698 157,518

当期末残高 △2,028,793 △1,871,274

自己株式   

当期首残高 △1,086 △1,086

当期変動額   

自己株式の取得 － △7

当期変動額合計 － △7

当期末残高 △1,086 △1,094

株主資本合計   

当期首残高 2,765,212 477,514

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △2,287,698 157,518

自己株式の取得 － △7

当期変動額合計 △2,287,698 157,511

当期末残高 477,514 635,025
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年７月１日 
 至 平成25年６月30日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 18,733 △19,040

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △37,773 34,007

当期変動額合計 △37,773 34,007

当期末残高 △19,040 14,967

為替換算調整勘定   

当期首残高 － 65

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 65 6,197

当期変動額合計 65 6,197

当期末残高 65 6,263

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 18,733 △18,974

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △37,708 40,205

当期変動額合計 △37,708 40,205

当期末残高 △18,974 21,230

少数株主持分   

当期首残高 219,118 220,700

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,582 45,096

当期変動額合計 1,582 45,096

当期末残高 220,700 265,796

純資産合計   

当期首残高 3,003,064 679,239

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △2,287,698 157,518

自己株式の取得 － △7

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △36,125 85,301

当期変動額合計 △2,323,824 242,812

当期末残高 679,239 922,052
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年７月１日 
 至 平成25年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
損失（△）

△2,253,704 284,418

減価償却費 254,302 155,235

減損損失 1,552,352 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 16,148 5,424

賞与引当金の増減額（△は減少） △3,434 △908

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － 2,700

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △225,720 6,682

製品保証引当金の増減額（△は減少） 2,175 3,830

受注損失引当金の増減額（△は減少） △18,126 △5,092

貸倒引当金の増減額（△は減少） 74,938 △26,520

受取利息及び受取配当金 △4,763 △3,410

支払利息 91,924 85,792

為替差損益（△は益） 5,406 △93,014

投資有価証券売却損益（△は益） △9,383 △43,568

投資有価証券評価損益（△は益） 42,499 －

固定資産売却損益（△は益） △5,165 △82,099

固定資産除却損 373 87

雇用調整助成金 △61,766 △24,198

保険解約返戻金 － △20,521

リース解約損 － 28,456

売上債権の増減額（△は増加） 1,608,462 106,865

たな卸資産の増減額（△は増加） 197,032 135,646

仕入債務の増減額（△は減少） △822,846 151,133

前渡金の増減額（△は増加） 25,231 △2,260

前受金の増減額（△は減少） 127,882 54,092

未払金の増減額（△は減少） △39,144 △15,142

未払費用の増減額（△は減少） △101,860 21,268

未収消費税等の増減額（△は増加） 212,902 △5,757

その他 68,658 △6,316

小計 734,374 712,822

利息及び配当金の受取額 4,768 3,149

利息の支払額 △92,681 △83,761

雇用調整助成金の受取額 48,763 33,266

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 2,533 △50,782

営業活動によるキャッシュ・フロー 697,759 614,694
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年７月１日 
 至 平成25年６月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △600 △3,600

定期預金の払戻による収入 360,000 －

有形固定資産の取得による支出 △224,849 △27,998

有形固定資産の売却による収入 1,511 74,234

無形固定資産の取得による支出 △2,934 －

投資有価証券の取得による支出 △2,304 △2,274

投資有価証券の売却による収入 22,594 211,267

貸付けによる支出 △10,180 △18,112

貸付金の回収による収入 10,150 934

保険積立金の積立による支出 － △14,317

保険積立金の解約による収入 － 111,737

その他の支出 － △4,080

その他の収入 227 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 153,614 327,790

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 109,106 60,543

長期借入れによる収入 30,000 －

長期借入金の返済による支出 △619,932 △250,932

自己株式の取得による支出 － △7

少数株主への配当金の支払額 △5,200 △5,200

セール・アンド・リースバックによる収入 69,500 －

リース債務の返済による支出 △225,802 △87,891

財務活動によるキャッシュ・フロー △642,328 △283,488

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,340 102,805

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 203,705 761,801

現金及び現金同等物の期首残高 574,604 778,309

現金及び現金同等物の期末残高 ※  778,309 ※  1,540,111
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(5) 連結財務諸表に関する注記事項  

（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。当連結会計年度においては、137,803 千円の営業利益を計上し、当期純利益も 157,518 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、以下の対応策を講じてまいります。 

（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人件費削減と、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、当連結会計年度（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。 

当連結会計年度において、撤退したＰＶ事業設備（太陽光発電用シリコンウェハーの製造機械）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、長期分割弁済してまいります。 

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、当連結会計年度において、役員生命保険の一部解

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、今後の経済情勢及び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、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連

結財務諸表に反映しておりません。 
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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）  

１．連結の範囲に関する事項 
連結子会社の数 ４社 
・ホクセイ工業株式会社 
・キタガワエンジニアリング株式会社 
・北川商事株式会社 
・北川精机貿易（上海）有限公司 

２．持分法の適用に関する事項 
持分法適用関連会社及び持分法非適用関連会社 －社 
当連結会計年度において、持分法非適用関連会社でありましたカトー機工株式会社の全株式を売却したため、

カトー機工株式会社は関連会社でなくなりました。 
３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社のうち、ホクセイ工業株式会社及びキタガワエンジニアリング株式会社の決算日は、３月 31 日で

あります。連結財務諸表の作成に当たっては、同決算日現在の財務諸表を使用しております。ただし、４月１日

から連結決算日６月 30 日までの期間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。 
北川精机貿易（上海）有限公司の決算日は 12 月 31 日であります。連結財務諸表作成に当たっては、連結決算

日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しております。 
４．会計処理基準に関する事項 
  ① 重要な資産の評価基準及び評価方法 

イ．有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平

均法により算定） 

時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

ロ．デリバティブ 

時価法 

ハ．たな卸資産 

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切り下げの方法）によっております。 

(イ) 製品・仕掛品 

個別法 

(ロ) 原材料 

移動平均法 

(ハ) 貯蔵品 

先入先出法 

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

イ．有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法 

ただし、平成 10 年４月１日以降に取得した建物（建物付属設備を除く。）については、定額法を採用して

おります。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物及び構築物     10～38 年 

機械装置及び運搬具   ４～12 年 

ロ．無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法 

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年以内）に基づいております。 

ハ．リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法 

③ 重要な引当金の計上基準 

イ．貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えて、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。  
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ロ．賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備えて、支給対象期間に基づき支給見込額を按分して計上しております。 

ハ．役員賞与引当金 

連結子会社の役員の賞与の支給に備えて、支給見込額のうち当連結会計年度に負担する額を計上しており

ます。 

ニ．製品保証引当金 

製品納入後の無償修理費用の支出に備えて、過去の実績に基づき必要見込額を計上しております。 

ホ．受注損失引当金 

受注契約に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末における受注契約に係る損失見込額を計上し

ております。 

ヘ．退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務の額及び年金資産の見込額に基

づき計上しております。 

ト．役員退職慰労引当金 

連結子会社の役員に対する退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当連結会計年度末現在の要支給

額を計上しております。 

④ 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理してお

ります。 

⑤重要なヘッジ会計の方法 

イ．ヘッジ会計の方法 

為替予約については、振当処理の要件を満たしている場合には、振当処理を採用しております。 

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 

為替予約取引 

ヘッジ対象 

輸出取引に係る外貨建売掛金 

ハ．ヘッジ方針 

内部規程である「為替予約取引管理規程」に基づき、輸出取引により生ずる将来の為替レートの変動リスク

を回避するため、実需の範囲内で為替予約取引を行っております。 

為替予約取引以外のデリバティブ取引は一切行っておりません。 

ニ．ヘッジ有効性評価の方法 

当社グループで行っている為替予約取引は、輸出取引の外貨と同一通貨のみで実行していることから、有効

性の評価は省略しております。 

⑥ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

手元現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から４ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 

⑦ その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

 

（表示方法の変更）  

 （連結貸借対照表） 

１．前連結会計年度において、独立掲記しておりました「流動負債」の「リース債務」は、金額的重要性が乏しく

なったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させ

るため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。 

この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」の「リース債務」に表示していた 376,747

千円は、「その他」として組み替えております｡ 

２．前連結会計年度において、独立掲記しておりました「固定負債」の「リース債務」は、金額的重要性が乏しく

なったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させ

るため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。 

この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「固定負債」の「リース債務」に表示していた 672,835

千円は、「その他」として組み替えております｡ 
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 （連結損益計算書） 

１．前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「試作品売却益」は、金額的重要性が乏

しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映

させるため、前連結会計年度の連結損益計算書の組替えを行っております。 

この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「試作品売却益」に表示していた 12,000

千円は、「その他」として組み替えております。 

２．前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「作業くず売却益」は、金額的重要性が

乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反

映させるため、前連結会計年度の連結損益計算書の組替えを行っております。 

この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「作業くず売却益」に表示していた

17,624 千円は、「その他」として組み替えております。 

３．前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外費用」の「休止固定資産減価償却費」は、当連結

会計年度より「遊休資産諸費用」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会

計年度の連結損益計算書の組替えを行っております。 

この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において「営業外費用」の「休止固定資産減価償却費」に表示し

ていた 19,906 千円は、「遊休資産諸費用」として組み替えております。 

 

（連結貸借対照表関係） 

※１．担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は、次のとおりであります 

 
前連結会計年度 

（平成 24 年６月 30 日） 
当連結会計年度 

（平成 25 年６月 30 日） 

土地 

建物 

1,404,525 千円 

860,933 

1,404,525 千円 

815,169 

計 2,265,459 2,219,694 
 

担保付債務は、次のとおりであります 

 
前連結会計年度 

（平成 24 年６月 30 日） 
当連結会計年度 

（平成 25 年６月 30 日） 

短期借入金 

１年内返済予定の長期借入金

長期借入金 

2,090,606 千円 

124,932 

536,924 

2,151,149 千円 

124,932 

411,992 

計 2,752,462 2,688,073 
 

※２．連結会計年度末日満期手形 

連結会計年度末日満期手形の会計処理については、当連結会計年度の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。当連結会計年度末日満期手形の金額は次のとおりであ

ります。 

 
前連結会計年度 

（平成 24 年６月 30 日） 
当連結会計年度 

（平成 25 年６月 30 日） 

受取手形 

支払手形 

99,279 千円 

112,446 

17,685 千円 

145,975 
 

（連結損益計算書関係） 

※１．期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれて

おります。 

 
前連結会計年度 

（自 平成23年7月1日 至 平成24年6月30日）
当連結会計年度 

（自 平成24年7月1日 至 平成25年6月30日）

 325,229 千円 97,687 千円 
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※２．販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

 
前連結会計年度 

（自 平成23年7月1日 至 平成24年6月30日）
当連結会計年度 

（自 平成24年7月1日 至 平成25年6月30日）

販売手数料 

貸倒引当金繰入額 

役員報酬 

給料及び賞与 

賞与引当金繰入額 

役員賞与引当金繰入額 

退職給付費用 

役員退職慰労引当金繰入額 

旅費交通費 

報酬手数料 

34,196 千円 

87,278 

125,298 

156,556 

4,771 

6,000 

10,045 

27,501 

84,705 

83,651 

64,587 千円 

△26,827 

112,548 

157,966 

5,167 

8,700 

8,375 

6,682 

79,589 

65,528 
 

※３．研究開発費の総額 

 
前連結会計年度 

（自 平成23年7月1日 至 平成24年6月30日）
当連結会計年度 

（自 平成24年7月1日 至 平成25年6月30日）

 10,219 千円 6,535 千円 

なお、当期製造費用に含まれている研究開発費はありません。 
 

※４．固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 

 
前連結会計年度 

（自 平成23年7月1日 至 平成24年6月30日）
当連結会計年度 

（自 平成24年7月1日 至 平成25年6月30日）

構築物 

機械装置 

運搬具 

その他（工具・器具・備品）

－千円 

4,500 

665 

－ 

190 千円 

79,257 

1,933 

717 

計 5,165 82,099 
 

※５．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

 
前連結会計年度 

（自 平成23年7月1日 至 平成24年6月30日）
当連結会計年度 

（自 平成24年7月1日 至 平成25年6月30日）

機械装置 

運搬具 

その他（工具・器具・備品）

1千円 

64 

307 

－千円 

0 

87 

計 373 87 
 

※６．減損損失 

   当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。 

  前連結会計年度（自 平成 23 年 7月 1日 至 平成 24 年 6月 30 日） 

場所 用途 種類 金額 

広島県府中市 ＰＶ事業 

建物及び構築物 

機械装置及び運搬具 

土地 

リース資産 

その他（工具・器具・備品） 

57,182 千円 

74,190 

105,527 

1,294,444 

21,007 

 当社グループは、原則として事業用資産については事業部を基準としてグルーピングを行っており、遊休

資産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。 

 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、当該減少額を減損損失（1,552,352 千円）

として特別損失に計上しました。 

 なお、回収可能価額は正味売却価額により測定しており、土地及び建物以外については零として評価して

おります。 
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（連結包括利益計算書関係） 

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額 

 
前連結会計年度 

（自 平成23年7月1日 至 平成24年6月30日）
当連結会計年度 

（自 平成24年7月1日 至 平成25年6月30日）

その他有価証券評価差額金：  

当期発生額 

 組替調整額 

 

△84,820 千円 

34,347 

 

74,229 千円 

△36,507 

税効果調整前 

 税効果額 

△50,472 

12,698 

37,722 

△3,714 

その他有価証券評価差額金 

 税効果額 

 

△37,773 

 

34,007 

為替換算調整勘定： 

   当期発生額 

 

65 

 

6,197 

その他の包括利益合計 △37,708 40,205 

 

（連結株主資本等変動計算書関係） 

前連結会計年度（自 平成 23 年 7 月 1日 至 平成 24 年 6月 30 日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

株式の種類 
当連結会計年度 
期首株式数 

当連結会計年度
増加株式数 

当連結会計年度 
減少株式数 

当連結会計年度末
株式数 

普通株式（株） 6,959,600 － － 6,959,600 
 

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

株式の種類 
当連結会計年度 
期首株式数 

当連結会計年度
増加株式数 

当連結会計年度 
減少株式数 

当連結会計年度末
株式数 

普通株式（株） 1,721 － － 1,721 
 

３．新株予約権及び自己株式予約権に関する事項 

  該当事項はありません。 
 

４．配当に関する事項 

  該当事項はありません。 
 

当連結会計年度（自 平成 24 年 7 月 1日 至 平成 25 年 6月 30 日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

株式の種類 
当連結会計年度 
期首株式数 

当連結会計年度
増加株式数 

当連結会計年度 
減少株式数 

当連結会計年度末
株式数 

普通株式（株） 6,959,600 － － 6,959,600 
 

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

株式の種類 
当連結会計年度 
期首株式数 

当連結会計年度
増加株式数 

当連結会計年度 
減少株式数 

当連結会計年度末
株式数 

普通株式（株） 1,721 75 － 1,796 
 

３．新株予約権及び自己株式予約権に関する事項 

  該当事項はありません。 
 

４．配当に関する事項 

  該当事項はありません。 
 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲載されている科目の金額との関係 

 
前連結会計年度 

（自 平成23年7月1日 至 平成24年6月30日）
当連結会計年度 

（自 平成24年7月1日 至 平成25年6月30日）

現金及び預金勘定 779,759 千円 1,540,111 千円 

預入期間が４か月を超える定期預金等 △1,450 － 

預金及び現金同等物 778,309 1,540,111 
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（セグメント情報等） 

  ａ．セグメント情報 

１．報告セグメントの概要  

当社のセグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源

の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

当社グループは、商品・サービス別に事業部及び主要連結子会社を置き、各事業部及び主要連結子会社は取

り扱う商品・サービスについて戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

したがって、当社グループは事業部及び主要連結子会社を基礎とした商品・サービス別事業セグメントから

構成されており、「産業機械事業」「建材機械事業」の２つを報告セグメントとしております。 

「産業機械事業」は基板プレス・新素材プレス・ＦＡ機械・搬送機械・ラミネータ装置等、「建材機械事業」

は合板プレス・合板機械等を製造販売しております。 

なお、従来報告セグメントとしておりました「ＰＶ（太陽光発電用シリコンウェハー）事業」及び「ＥＤＬ

Ｃ（電気二重層キャパシタ）事業」は、前連結会計年度末において製造から撤退し量的な重要性が減少したた

め、当連結会計年度より「その他」に含めております。 

また、前連結会計年度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。 
 

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に

おける記載と概ね同一であります。 
 

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

前連結会計年度（自 平成 23 年７月１日 至 平成 24 年６月 30 日）  
（単位：千円） 

 報告セグメント その他 
(注)１ 

合 計 
調整額 
(注)２ 

連 結 財 務
諸表計上額

(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 

1,869,518 

 

3,169 
 

882,770

－

2,752,288

3,169

473,707

21,117

3,225,996

24,287

－ 

 

△24,287 
 

3,225,996

－

計 1,872,688 882,770 2,755,458 494,825 3,250,284 △24,287 3,225,996

セグメント利益又は損失(△) △192,816 36,862 △155,954 △735,824 △891,779 10,752 △881,026

セグメント資産 3,344,299 761,989 4,106,288 1,063,852 5,170,140 1,287,814 6,457,954

その他の項目 
 
減価償却費 

 
有形固定資産及び 

無形固定資産の増加額 

123,558 

 

73,598 
 

10,618

－

134,177

73,598

120,125

111,004

254,302

184,603

－ 

 

74,639 
 

254,302

259,242

（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。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．調整額は、次のとおりであります。 

(1）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消去又は振替高であります。 

(2）セグメント資産の調整額は、主にセグメント間取引消去又は振替高△2,329 千円、各報告セグメントに

帰属しない全社資産 1,290,143 千円であります。全社資産は、主に当社での現金及び預金、投資有価証券、

管理部門に係る資産等であります。 

３．セグメント利益又は損失は、連結財務諸表の営業損失と調整を行っております。 
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当連結会計年度（自 平成 24 年７月１日 至 平成 25 年６月 30 日） 
（単位：千円） 

 報告セグメント その他 
(注)１ 

合 計 
調整額 
(注)２ 

連 結 財 務
諸表計上額

(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 

2,335,622 

 

1,915 
 

1,005,463

－

3,341,086

1,915

179,896

43,900

3,520,982

45,816

－ 

 

△45,816 
 

3,520,982

－

計 2,337,538 1,005,463 3,343,001 223,797 3,566,798 △45,816 3,520,982

セグメント利益又は損失(△) △10,919 137,205 126,285 14,503 140,788 △2,985 137,803

セグメント資産 2,906,230 1,018,746 3,924,977 931,312 4,856,289 1,858,816 6,715,106

その他の項目 
 
減価償却費 

 
有形固定資産及び 

無形固定資産の増加額 

112,490 

 

18,073 
 

8,533

4,430

121,023

22,503

34,211

962

155,235

23,466

－ 

 

－ 
 

155,235

23,466

（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。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．調整額は、次のとおりであります。 

(1）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消去又は振替高であります。 

(2）セグメント資産の調整額は、主にセグメント間取引消去又は振替高△11,975 千円、各報告セグメントに

帰属しない全社資産 1,870,792 千円であります。全社資産は、主に当社での現金及び預金、投資有価証券、

管理部門に係る資産等であります。 

３．セグメント利益又は損失は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。 
 

  ｂ．関連情報 

前連結会計年度（自 平成 23 年７月１日 至 平成 24 年６月 30 日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

  セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 
 

２．地域ごとの情報 

      (1) 売上高 
 (単位:千円) 

日 本 中 国 台 湾 その他 合 計 

1,595,077 467,895 439,354 723,669 3,225,996 

     （注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。 
 

      (2) 有形固定資産 

 本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の 90％を超えるた

め、記載を省略しております。 
 

３．主要な顧客ごとの情報 

 外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の 10％以上を占める相手先がないため、記載はあり

ません。 
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当連結会計年度（自 平成 24 年７月１日 至 平成 25 年６月 30 日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

  セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

 

２．地域ごとの情報 

      (1) 売上高 
 (単位:千円) 

日 本 ロシア タ イ その他 合 計 

1,397,739 531,997 507,566 1,083,678 3,520,982 

     （注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。 
 

      (2) 有形固定資産 

 本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の 90％を超えるた

め、記載を省略しております。 
 

３．主要な顧客ごとの情報 
(単位:千円) 

顧客の名称 売上高 関連するセグメント名 

  MGC ELECTROTECHNO(THAILAND)CO.,LTD. 

  JSC MUROM 

507,495 

452,341 

産業機械事業 

建材機械事業 

 

  ｃ．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 

前連結会計年度（自 平成 23 年７月１日 至 平成 24 年６月 30 日） 
 (単位:千円) 

 産業機械事業 建材機械事業 その他 全社・消去 合 計 

減損損失 － － 1,552,352 － 1,552,352 

 

（１株当たり情報） 

 
前連結会計年度 

(自 平成23年7月1日 至 平成24年6月30日)
当連結会計年度 

(自 平成24年7月1日 至 平成25年6月30日)

１株当たり純資産額 65.90 円 94.32 円 
１株当たり当期純利益金額又は１株
当たり当期純損失金額(△) △328.79 円 22.64 円 

（注）１．潜在株式調整後１株当たり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。 

   ２．１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失金額（△）の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前連結会計年度 

(自 平成23年7月1日 至 平成24年6月30日)
当連結会計年度 

(自 平成24年7月1日 至 平成25年6月30日)
当期純利益金額又は当期純損失金額
(△) △2,287,698 千円 157,518 千円 

普通株主に帰属しない金額 － － 

普通株式に係る当期純利益金額又は
当期純損失金額(△) △2,287,698 千円 157,518 千円 

期中平均株式数 6,957 千株 6,957 千株 

 

（重要な後発事象） 

   該当事項はありません。 

 

５．その他 

  記載すべき事項はありません。 
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