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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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、円安の定着・企業業績の回復やデフレ脱却への期待から株高

傾向が進むなど回復基調にあるものの、物価上昇への懸念から個人消費の回復が弱く、先行き不透明な状況で推移

しました。 

世界経済につきましては、新興国経済の減速や欧州経済の不安定化、一部地域における地政学的リスク等、先行

き不透明な状況で推移しました。 

このような状況の下、当社グループは中期経営計画の最終年度として、「真空プレス技術の深耕」「収益力の強化」

「活力溢れる組織の実現」を基本方針に、スマートフォン・タブレット端末関連企業向けプリント基板成形用プレ

ス機械や建材関連企業向け合板用プレス機械を中心とした営業強化、高品質・高付加価値製品の開発、諸経費削減、

大型案件毎の管理による原価低減等、積極的に取り組んでまいりました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高 2,892 百万円（前年同四半期比 47.2％増）、営業利益 54

百万円（前年同四半期は 175 百万円の損失）、経常利益 64 百万円（前年同四半期は 243 百万円の損失）、四半期純

利益 88 百万円（前年同四半期は 208 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） 

スマートフォン・タブレット端末関連企業向けプリント基板成形用プレス機械を中心とした国内外の大型案件

が好調に推移したことと、さらなるコストダウンの推進と原価管理体制の強化等を図ったため、売上高 2,486

百万円（前年同四半期比 73.0％増）、営業利益 99 百万円（前年同四半期は 146 百万円の損失）となりました。 

（建材機械事業） 

第４四半期連結会計期間に売上が集中しているため、売上高 270 百万円（前年同四半期比 36.6％減）、営業損

失 56 百万円（前年同四半期は 36 百万円の損失）となりました。 

（その他） 

油圧機器の売上が好調に推移し、売上高 134 百万円（前年同四半期比 34.1％増）、営業利益 12 百万円（前年

同四半期比 21.0％増）となりました。 
  

 (2) 財政状態に関する説明 

（資 産）  

当第３四半期連結会計期間末の総資産は 6,510 百万円となり、前連結会計年度末に比べて 488 百万円の減少と

なりました。これは主に、受取手形及び売掛金 495 百万円の減少によるものであります。 

（負 債）  

負債合計は 5,415 百万円となり、前連結会計年度末に比べて 567 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 312 百万円、長期借入金 182 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合計は 1,094 百万円となり、前連結会計年度末に比べて 79 百万円の増加となり

ました。これは主に、四半期純利益 88 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 27 年２月９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。 

 

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。 
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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26年６月30日) 
当第３四半期連結会計期間 

(平成27年３月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 1,169,449 1,160,960 

受取手形及び売掛金 1,544,210 1,048,903 

商品及び製品 725 96,607 

仕掛品 659,149 689,454 

原材料及び貯蔵品 198,639 180,236 

その他 136,456 89,113 

貸倒引当金 △25,767 △23,260 

流動資産合計 3,682,864 3,242,015 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物（純額） 932,119 960,418 

土地 1,761,091 1,761,691 

その他（純額） 290,057 213,910 

有形固定資産合計 2,983,268 2,936,020 

無形固定資産 7,292 9,133 

投資その他の資産    

その他 338,974 336,558 

貸倒引当金 △13,390 △13,390 

投資その他の資産合計 325,584 323,168 

固定資産合計 3,316,145 3,268,322 

資産合計 6,999,009 6,510,338 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 1,077,148 764,627 

短期借入金 2,722,518 2,778,266 

未払法人税等 38,792 8,689 

賞与引当金 23,832 42,159 

役員賞与引当金 8,700 6,000 

製品保証引当金 26,529 41,813 

受注損失引当金 723 420 

その他 831,562 697,059 

流動負債合計 4,729,806 4,339,036 

固定負債    

長期借入金 864,319 682,009 

役員退職慰労引当金 32,425 37,867 

退職給付に係る負債 319,156 318,852 

その他 38,142 38,135 

固定負債合計 1,254,044 1,076,864 

負債合計 5,983,851 5,415,901 
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    （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(平成26年６月30日) 
当第３四半期連結会計期間 

(平成27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 △1,781,397 △1,692,527 

自己株式 △1,094 △1,094 

株主資本合計 724,902 813,773 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 15,399 16,783 

為替換算調整勘定 6,723 13,824 

その他の包括利益累計額合計 22,123 30,607 

新株予約権 － 4,140 

少数株主持分 268,132 245,915 

純資産合計 1,015,158 1,094,436 

負債純資産合計 6,999,009 6,510,338 
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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25年７月１日 

 至 平成26年３月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成26年７月１日 
 至 平成27年３月31日) 

売上高 1,964,860 2,892,163 

売上原価 1,628,554 2,330,694 

売上総利益 336,306 561,469 

販売費及び一般管理費 511,578 507,406 

営業利益又は営業損失（△） △175,272 54,062 

営業外収益    

受取利息 421 230 

受取配当金 745 710 

為替差益 5,180 79,519 

貸倒引当金戻入額 4,121 － 

その他 6,799 6,502 

営業外収益合計 17,267 86,962 

営業外費用    

支払利息 50,447 47,826 

遊休資産諸費用 32,944 25,911 

その他 1,923 3,198 

営業外費用合計 85,316 76,936 

経常利益又は経常損失（△） △243,321 64,088 

特別利益    

固定資産売却益 31,780 － 

投資有価証券売却益 － 1,262 

その他 7,072 918 

特別利益合計 38,852 2,181 

特別損失    

固定資産除却損 6,274 4,996 

投資有価証券売却損 2,116 － 

損害賠償金 20,413 － 

特別損失合計 28,805 4,996 

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（△） 
△233,274 61,273 

法人税等 △12,855 △11,879 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益

調整前四半期純損失（△） 
△220,419 73,153 

少数株主損失（△） △12,272 △15,716 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △208,146 88,870 
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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25年７月１日 

 至 平成26年３月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成26年７月１日 
 至 平成27年３月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益

調整前四半期純損失（△） 
△220,419 73,153 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 7,250 1,384 

繰延ヘッジ損益 △8,175 － 

為替換算調整勘定 1,075 7,100 

その他の包括利益合計 151 8,484 

四半期包括利益 △220,268 81,638 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 △203,744 97,355 

少数株主に係る四半期包括利益 △16,523 △15,716 
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 (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３四半期連結累計期間（自 平成 25 年７月１日 至 平成 26 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)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 

1,437,933 

 

735 
 

426,317

－

1,864,250

735

100,609

32,248

1,964,860 

 

32,983 
 

－ 

 

△32,983 
 

1,964,860

－

計 1,438,668 426,317 1,864,985 132,858 1,997,844 △32,983 1,964,860

セグメント利益又は損失(△) △146,740 △36,179 △182,919 10,610 △172,309 △2,963 △175,272

（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３四半期連結累計期間（自 平成 26 年７月１日 至 平成 27 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)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 

2,486,997 

 

151 
 

270,235

－

2,757,232

151

134,930

21,117

2,892,163 

 

21,268 
 

－ 

 

△21,268 
 

2,892,163

－

計 2,487,148 270,235 2,757,383 156,047 2,913,431 △21,268 2,892,163

セグメント利益又は損失(△) 99,028 △56,091 42,937 12,838 55,775 △1,713 54,062

（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利益と調整を行っております。 
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