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１．当四半期決算に関する定性的情報 

 (1) 経営成績に関する説明 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、円高進行による企業業績へのマイナス影響懸念や個人消費の

一部に弱さが見られるものの、企業収益や雇用環境の改善が見られ、景気は緩やかな回復基調で推移しました。世

界経済は、中国を始めとするアジア新興国等の景気下振れのリスクや、英国のＥＵ離脱問題等により、景気の先行

きは引き続き不透明な状況で推移しました。 

このような状況のもと当社グループは、２年目を迎えた中期経営計画「新領域へのチャレンジ～新たなＫＩＴＡ

ＧＡＷＡの確立～」に基づき、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として、新領域へもチャレンジしております。 

この結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高 544 百万円（前年同四半期比 11.4％減）、営業損失 8 百

万円（前年同四半期は 66 百万円の損失）、経常損失 40 百万円（前年同四半期は 88 百万円の損失）、親会社株主に

帰属する四半期純損失 10 百万円（前年同四半期は 66 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。 

（産業機械事業） 

主要製品のタブレット・スマートフォン端末関連企業向けプリント基板成形用プレス装置について、スマート

フォン市場での一部製品の成長鈍化傾向の影響が見受けられるなか、自動車部品製造・樹脂成形装置等について

営業を強化したことにより多様な受注の獲得につながり、受注は堅調に推移しております。しかしながら、当連

結会計年度に計画している大型案件の売上が第３四半期以降に集中しているため、売上高 374 百万円（前年同四

半期比 27.3％減）、営業利益 16 百万円（前年同四半期は 35 百万円の損失）となりました。 

（建材機械事業）  

前年同四半期にはなかった国内向け合板プレス装置の大型案件を売上計上しましたが、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 136 百万円（前年同四半期比

261.7％増）、営業損失 26 百万円（前年同四半期は 38 百万円の損失）となりました。 

（その他） 

油圧機器の主要販売先への売上が一時的に減少したことと、内部売上の比率が増加したため、、売上高 34 百万

円（前年同四半期比 44.2％減）、営業利益１百万円（前年同四半期比 83.5％減）となりました。 

 

 (2) 財政状態に関する説明  

（資 産）  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は 6,238 百万円となり、前連結会計年度末に比べて 318 百万円の増加と

なりました。これは主に、受取手形及び売掛金 165 百万円の減少、仕掛品 470 百万円の増加によるものでありま

す。 

（負  債） 

負債合計は 5,223 百万円となり、前連結会計年度末に比べて 340 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 136 百万円、流動負債のその他に含まれる前受金 247 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 1,015 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。これは主に、親会社株主に帰属する四半期純損失 10 百万円によるものであります。。 

 

 (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 平成 28 年８月 19 日に公表しました連結業績予想に変更はありません。 

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。 

 

 (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。 

 

 (4) 追加情報 

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用） 

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第 26 号 平成 28 年３月 28 日）を

当第１四半期連結会計期間から適用しております。 
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３．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

    （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(平成28年６月30日) 
当第１四半期連結会計期間 

(平成28年９月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 1,470,617 1,392,407 

受取手形及び売掛金 1,417,933 1,252,325 

商品及び製品 2,050 6,981 

仕掛品 426,870 897,713 

原材料及び貯蔵品 153,638 153,863 

その他 56,682 96,663 

貸倒引当金 △7,535 △6,171 

流動資産合計 3,520,257 3,793,784 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物（純額） 476,678 466,579 

土地 1,456,889 1,456,889 

その他（純額） 229,205 295,418 

有形固定資産合計 2,162,773 2,218,887 

無形固定資産 14,013 13,061 

投資その他の資産    

その他 268,616 243,860 

貸倒引当金 △45,789 △31,119 

投資その他の資産合計 222,826 212,741 

固定資産合計 2,399,613 2,444,690 

資産合計 5,919,871 6,238,474 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 934,754 1,071,154 

短期借入金 2,439,717 2,459,898 

未払法人税等 10,117 3,334 

賞与引当金 28,448 64,013 

役員賞与引当金 8,000 9,300 

製品保証引当金 33,144 31,772 

受注損失引当金 28 387 

工場移転損失引当金 30,206 30,206 

その他 604,247 820,554 

流動負債合計 4,088,664 4,490,620 

固定負債    

長期借入金 399,068 341,877 

役員退職慰労引当金 42,233 34,524 

退職給付に係る負債 326,546 330,463 

その他 25,701 25,726 

固定負債合計 793,550 732,591 

負債合計 4,882,214 5,223,212 
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    （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(平成28年６月30日) 
当第１四半期連結会計期間 

(平成28年９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 △1,735,879 △1,745,898 

自己株式 △1,094 △1,094 

株主資本合計 770,421 760,401 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 △5,050 △2,127 

為替換算調整勘定 4,150 3,316 

その他の包括利益累計額合計 △899 1,188 

新株予約権 4,140 4,140 

非支配株主持分 263,995 249,532 

純資産合計 1,037,656 1,015,262 

負債純資産合計 5,919,871 6,238,474 
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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27年７月１日 

 至 平成27年９月30日) 

当第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) 

売上高 614,728 544,903 

売上原価 520,566 399,997 

売上総利益 94,162 144,905 

販売費及び一般管理費 160,411 153,497 

営業損失（△） △66,249 △8,591 

営業外収益    

受取利息 161 72 

受取配当金 513 251 

固定資産売却益 7,654 － 

作業くず売却益 175 1,033 

試作品売却益 900 2,160 

その他 1,253 260 

営業外収益合計 10,659 3,777 

営業外費用    

支払利息 17,370 12,690 

遊休資産諸費用 7,536 2,682 

為替差損 3,682 14,683 

その他 4,734 6,031 

営業外費用合計 33,324 36,087 

経常損失（△） △88,913 △40,902 

特別利益    

受取保険金 － 9,946 

投資有価証券売却益 117 － 

特別利益合計 117 9,946 

税金等調整前四半期純損失（△） △88,796 △30,955 

法人税等 △8,616 △9,073 

四半期純損失（△） △80,179 △21,882 

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △13,967 △11,863 

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △66,212 △10,019 
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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27年７月１日 

 至 平成27年９月30日) 

当第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) 

四半期純損失（△） △80,179 △21,882 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 △7,443 2,922 

為替換算調整勘定 △1,807 △834 

その他の包括利益合計 △9,251 2,088 

四半期包括利益 △89,431 △19,794 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 △75,464 △7,931 

非支配株主に係る四半期包括利益 △13,967 △11,863 

 

北川精機株式会社(6327)　平成29年6月期　第１四半期決算短信

－ 7 －



 (3) 四半期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）   

   該当事項はありません。 

 

（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。 

 

（セグメント情報等） 

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成 27 年７月１日 至 平成 27 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 

 
セグメント間の内部 

売上高又は振替高 

515,127 

 

－ 
 

37,601

－

552,728

－

62,000

6,037

614,728 

 

6,037 
 

－ 

 

△6,037 
 

614,728

－

計 515,127 37,601 552,728 68,037 620,765 △6,037 614,728

セグメント利益又は損失(△) △35,218 △38,451 △73,669 8,673 △64,995 △1,253 △66,249

（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 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 

 
セグメント間の内部 

売上高又は振替高 

374,314 

 

24 
 

136,003

－

510,317

24

34,585

12,410

544,903 

 

12,434 
 

－ 

 

△12,434 
 

544,903

－

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。 
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