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1.  平成24年6月期第1四半期の連結業績（平成23年7月1日～平成23年9月30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1四半期 11,201 0.4 △183 ― △196 ― △187 ―
23年6月期第1四半期 11,156 △3.3 △722 ― △762 ― △965 ―

（注）包括利益 24年6月期第1四半期 △259百万円 （―％） 23年6月期第1四半期 △956百万円 （―％）

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1四半期 △6.78 ―
23年6月期第1四半期 △35.19 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年6月期第1四半期 73,588 28,332 38.4
23年6月期 72,056 28,730 39.8
（参考） 自己資本   24年6月期第1四半期  28,287百万円 23年6月期  28,683百万円

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 ― 5.00 ― 5.00 10.00
24年6月期 ―
24年6月期（予想） 5.00 ― 5.00 10.00

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、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 32,000 30.1 1,000 ― 900 ― 470 ― 16.99
通期 72,000 22.9 3,250 745.4 3,120 822.2 1,800 ― 65.05

yos-kita
Sibuyaロゴ



(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  ：  無  

(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きの対象外でありますが、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き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 
 本資料に掲載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実
際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
 なお、業績予想に関する事項は、【添付資料】Ｐ．２ 「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

4.  その他

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1Q 28,149,877 株 23年6月期 28,149,877 株
② 期末自己株式数 24年6月期1Q 478,597 株 23年6月期 478,430 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年6月期1Q 27,671,344 株 23年6月期1Q 27,453,025 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第１四半期連結累計期間のわが国経済は、足元の景気が東日本大震災による落ち込みから急回復しているもの

の、円高、株安、世界経済の減速などが懸念され先行きは不透明な状況が続いております。  

 このような状況のなか、当社グループの第１四半期連結累計期間の売上高は112億１百万円（前年同期比0.4％

増）、営業損失１億83百万円（前年同期は営業損失７億22百万円）、経常損失１億96百万円（前年同期は経常損失

７億62百万円）、四半期純損失１億87百万円（前年同期は四半期純損失９億65百万円）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。 

（パッケージングプラント事業） 

 パッケージングプラント事業において、酒類用プラントおよび食品用プラントは、前年同期に比べ減少したもの

の、薬品・化粧品用プラントは、インフルエンザワクチン製造設備やシリンジラインの納入があり、大きく伸長し

ました。 

 その結果、連結売上高は67億59百万円（前年同期比17.2％増）、営業利益は１億83百万円（前年同期は営業損失

２億77百万円）となりました。 

（メカトロシステム事業） 

 メカトロシステム事業において、半導体製造装置は、ＬＥＤ関連装置がアジアを中心とした海外市場で設備過剰

な状況が長引いており、大幅に減少しました。医療機器は、国内向け、海外向け共に横ばいとなり、切断加工機

は、板金業界向けが伸び悩んだものの、樹脂・ガラス・セラミック加工などの精密加工部品業界向けが手堅く増加

しました。 

 その結果、連結売上高は20億58百万円（前年同期比20.8％減）、営業損失は２億53百万円（前年同期は営業損失

２億４百万円）となりました。 

（農業用設備事業） 

 農業用設備事業において、落葉果樹類向け選果選別プラントおよび蔬菜・果菜類向け選果選別プラントの納入が

増加したものの、柑橘類向け大型選果選別プラントの納入時期が第２四半期となったことから、前年同期に比べて

減少しました。 

 その結果、連結売上高は23億38百万円（前年同期比8.1％減）、営業利益は３億60百万円（前年同期比64.4％

増）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末比15億32百万円増の735億88百万円となりました。

有利子負債については、前連結会計年度末比21億10百万円増の130億31百万円となりました。純資産については、

前連結会計年度末比３億98百万円減の283億32百万円となり、自己資本比率は38.4％となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年８月11日付で公表した連結業績予想の内容に変更はありません。 

  

追加情報 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

 当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬

の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）および「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,527 8,680

受取手形及び売掛金 25,700 21,529

製品 222 242

仕掛品 4,537 8,332

原材料及び貯蔵品 1,247 1,361

繰延税金資産 962 1,058

その他 1,507 1,191

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 40,704 42,395

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 9,992 9,819

機械装置及び運搬具（純額） 1,549 1,540

土地 10,704 10,704

建設仮勘定 123 131

その他（純額） 746 719

有形固定資産合計 23,118 22,916

無形固定資産   

のれん 1,226 1,172

その他 265 268

無形固定資産合計 1,492 1,440

投資その他の資産   

投資有価証券 3,358 3,219

長期貸付金 6 9

繰延税金資産 2,655 2,878

その他 757 766

貸倒引当金 △37 △37

投資その他の資産合計 6,741 6,836

固定資産合計 31,352 31,193

資産合計 72,056 73,588
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 16,164 16,365

1年内償還予定の社債 60 60

短期借入金 5,109 7,663

未払法人税等 310 270

未払費用 4,042 2,222

賞与引当金 282 997

事業構造改善引当金 17 17

受注損失引当金 96 54

その他 2,559 3,186

流動負債合計 28,645 30,838

固定負債   

社債 90 60

長期借入金 5,661 5,248

退職給付引当金 8,342 8,527

役員退職慰労引当金 379 381

その他 206 200

固定負債合計 14,680 14,417

負債合計 43,325 45,256

純資産の部   

株主資本   

資本金 11,392 11,392

資本剰余金 10,358 10,358

利益剰余金 7,825 7,499

自己株式 △429 △429

株主資本合計 29,146 28,820

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △427 △500

繰延ヘッジ損益 － △0

為替換算調整勘定 △35 △30

その他の包括利益累計額合計 △462 △532

少数株主持分 47 44

純資産合計 28,730 28,332

負債純資産合計 72,056 73,588
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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：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 

 至 平成22年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年７月１日 

 至 平成23年９月30日) 

売上高 11,156 11,201

売上原価 10,062 9,632

売上総利益 1,093 1,569

販売費及び一般管理費 1,816 1,752

営業損失（△） △722 △183

営業外収益   

受取利息 1 2

受取配当金 1 1

投資有価証券売却益 0 0

固定資産賃貸料 11 15

持分法による投資利益 1 0

その他 22 41

営業外収益合計 38 63

営業外費用   

支払利息 43 40

手形売却損 4 6

投資有価証券売却損 3 2

為替差損 9 9

その他 16 16

営業外費用合計 77 76

経常損失（△） △762 △196

特別利益   

固定資産売却益 － 1

貸倒引当金戻入額 4 －

特別利益合計 4 1

特別損失   

固定資産処分損 1 2

投資有価証券評価損 10 9

役員退職慰労金 26 8

減損損失 454 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 70 －

特別損失合計 563 20

税金等調整前四半期純損失（△） △1,320 △215

法人税、住民税及び事業税 193 243

法人税等調整額 △546 △268

法人税等合計 △353 △25

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △967 △190

少数株主損失（△） △1 △2

四半期純損失（△） △965 △187
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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：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 

 至 平成22年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年７月１日 

 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △967 △190

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 9 △72

繰延ヘッジ損益 0 △0

為替換算調整勘定 1 4

その他の包括利益合計 11 △69

四半期包括利益 △956 △259

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △954 △256

少数株主に係る四半期包括利益 △1 △2
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 該当事項はありません。 

  

  

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高および利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：百万円）

（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、洗浄事業、環境事業および繊維

事業を含んでおります。 

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額△393百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用

△394百万円および棚卸資産等の調整額１百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属

しない一般管理費であります。 

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益と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

「その他」に含まれる繊維事業において、同事業の廃止を機関決定したことに伴い、工場に係る減損損失454百万

円を計上しております。 

  

（のれんの金額の重要な変動） 

 「パッケージングプラント事業」において、当社を完全親会社、㈱ファブリカトヤマを完全子会社とする株式交換

を実施したことに伴い、のれんが143百万円増加しております。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  

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 

パッケージ
ングプラン
ト事業 

メカトロ
システム
事業 

農業用設
備事業 

計 

売上高                 

外部顧客への売上高 5,769 2,599 2,544 10,913 243 11,156 － 11,156 

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

60 0 78 139 49 188 △188 － 

計 5,829 2,600 2,622 11,052 292 11,344 △188 11,156 

セグメント利益又は損

失（△） 
△277 △204 219 △262 △66 △328 △393 △722 
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Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成23年７月１日 至 平成23年９月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高および利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：百万円）

（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、洗浄事業および環境事業を含ん

でおります。 

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額△425百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用

△426百万円および棚卸資産等の調整額０百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属

しない一般管理費であります。 

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益と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。  

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

  

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 

パッケージ
ングプラン
ト事業 

メカトロ
システム
事業 

農業用設
備事業 

計 

売上高                 

外部顧客への売上高 6,759 2,058 2,338 11,156 45 11,201 － 11,201 

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

164 1 37 203 11 214 △214 － 

計 6,924 2,060 2,375 11,360 56 11,416 △214 11,201 

セグメント利益又は損

失（△） 
183 △253 360 291 △49 242 △425 △183 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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