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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6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 ％

21年3月期第1四半期 19,025 ― 1,220 ― 1,005 ― 321 ―
20年3月期第1四半期 25,086 4.5 3,017 △5.8 3,042 △5.1 2,285 22.6

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

21年3月期第1四半期 5.04 5.00
20年3月期第1四半期 34.82 33.84

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

21年3月期第1四半期 75,413 44,689 59.3 701.06
20年3月期 75,207 45,493 60.5 712.45

（参考） 自己資本  21年3月期第1四半期  44,689百万円 20年3月期  45,493百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 11.00 ― 11.00 22.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 11.00 ― 11.00 22.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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2四半期連結累計期間 40,000 ― 2,900 ― 2,900 ― 1,700 ― 26.65
通期 81,000 △13.6 6,500 △31.4 6,500 △29.3 3,800 △31.5 59.59

4.  その他 
(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) 簡便な会計処理及び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) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注） 詳細は２ページ[定性的情報・財務諸表等] ４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．上記の予測は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としていま
す。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期 69,429,349株 20年3月期 69,429,349株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期 5,684,033株 20年3月期 5,573,350株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期 63,825,653株 20年3月期第1四半期 65,630,805株
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定性的情報・財務諸表等 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライム問題に端を発した金融市場の混乱や原

油、原材料価格の高騰により、景気後退懸念が強まっており、先行きに不透明感が続いております。 

 このような状況のもとで、当社グループは、昨年第２四半期から続く半導体関連業界を中心とした設備投資の抑

制により売上は厳しさを増し、収益面につきましても販売価格の低下や材料価格の高騰、自動機械部門の開発機の

増加により原価率が悪化いたしました。また、円高による為替差損の影響、棚卸資産の評価減もあり、当第１四半

期連結会計期間の業績は、売上高19,025百万円 (前年同期比24.2％減) 、営業利益1,220百万円 (同59.6％減) 、経

常利益1,005百万円 (同67.0％減) 、四半期純利益321百万円 (同85.9％減) となりました。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 (1) 資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前期末に比べ206百万円増加の75,413百万円となりました。こ

れは主に売上高の減少に伴う売上債権の減少はありましたが、現金及び預金、たな卸資産がそれぞれ増加したこ

とによるものであります。                                       

 負債は、前期末に比べ1,011百万円増加の30,724百万円となりました。これは主に、仕入債務の減少はありまし

たが、短期借入金、未払法人税等、その他に含まれる前受金がそれぞれ増加したことによります。 

 純資産は、前期末に比べ804百万円減少の44,689百万円となりました。これは主に自己株式の購入、配当金の支

払いによるものであります。その結果、自己資本比率は59.3％となりました。 

 (2) キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物 (以下資金という) の残高は4,819百万円となり、前

連結会計年度末と比較して1,213百万円の増加となりました。各キャッシュフローの状況は次のとおりでありま

す。 

 営業活動の結果得られた資金は、2,519百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益620百万

円、売上債権の減少額2,270百万円による資金の増加によるものであります。 

 投資活動の結果使用した資金は、861百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出562百

万円、投資有価証券の取得による支出301百万円によるものであります。 

  財務活動の結果使用した資金は、280百万円となりました。これは主に、短期借入金での資金調達500百万円に

よる増加、親会社の配当金の支払額703百万円による資金の減少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 

 第２四半期連結累計期間及び通期の予想については、平成20年５月13日に発表いたしました業績予想から変更は

ありません。 

  

４．その他 

 (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) 

該当事項はありません。  

 (2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

 (3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更 

１．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」 (企業会計基準第12号) 及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」 (企業会計基準適用指針第14号) を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

２．通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、原価法によっておりましたが、当第１四半期連

結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」 (企業会計基準第９号 平成18年７月５日) が適用さ

れたことに伴い、原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定

しております。 

 これにより、営業利益及び経常利益はそれぞれ141百万円増加し、税金等調整前四半期純利益は264百万円

減少しております。 
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 ３．当第１四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱

い」 (実務対応報告第18号 平成18年５月17日) を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

 これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 

４．所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によ

っておりましたが、「リース取引に関する会計基準」 (企業会計基準第13号 (平成５年６月17日 (企業会計

審議会第一部会) 、平成19年３月30日改正) ) 及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」 (企業会計

基準適用指針第16号 (平成６年１月18日 (日本公認会計士協会 会計制度委員会) 、平成19年３月30日改

正) ) が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができる

ことになったことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に

係る会計処理によっております。また、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の減価償

却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 

なお、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引に

つきましては、引き続き賃貸借取引に係る会計処理を行っております。 

② ①以外の変更 

 在外子会社の収益及び費用は、従来、各社の決算日の直物為替相場により円貨に換算しておりましたが、当

第１四半期連結会計期間より期中平均相場により円貨に換算する方法に変更しております。この変更は、在外

子会社の重要性が増してきたことから、短期的な為替相場変動の影響を極力少なくし、より実情に即した換算

をするために行ったものであります。 

 これにより、売上高は143百万円増加し、営業利益は１百万円、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は 

14百万円それぞれ減少しております。 

(4) 追加情報 

 当社及び国内連結子会社は、一部の機械装置については、従来、耐用年数を11～12年としておりましたが、平

成20年度の法人税法の改正を契機として利用状況等を見直した結果、当第１四半期連結会計期間より耐用年数を

10年に変更しております。 

 これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ12百万円減少しております。 
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５．四半期連結財務諸表 
(1) 四半期連結貸借対照表 

(単位：百万円) 

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係 
る要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,867 3,611

受取手形及び売掛金 17,576 20,435

営業未収入金 2,425 2,395

商品 91 93

製品 4,970 4,088

半製品 381 411

原材料 8,909 8,774

仕掛品 3,393 2,989

その他 2,723 2,349

流動資産合計 45,338 45,150

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 10,583 10,886

その他（純額） 12,522 12,577

有形固定資産合計 23,105 23,464

無形固定資産 507 541

投資その他の資産 6,462 6,050

固定資産合計 30,075 30,056

資産合計 75,413 75,207

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,278 13,582

短期借入金 7,974 7,575

未払法人税等 784 452

賞与引当金 861 －

その他の引当金 148 177

その他 6,381 6,254

流動負債合計 29,429 28,042

固定負債   

長期借入金 5 5

引当金 215 195

その他 1,073 1,469

固定負債合計 1,294 1,670

負債合計 30,724 29,713
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(単位：百万円) 

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係 
る要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 11,016 11,016

資本剰余金 12,612 12,612

利益剰余金 25,448 25,869

自己株式 △4,189 △4,113

株主資本合計 44,888 45,384

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △101 △321

為替換算調整勘定 △97 431

評価・換算差額等合計 △198 109

純資産合計 44,689 45,493

負債純資産合計 75,413 75,207
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(2) 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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 19,025

売上原価 13,951

売上総利益 5,073

販売費及び一般管理費 3,853

営業利益 1,220

営業外収益  

受取利息 7

受取配当金 53

その他 74

営業外収益合計 136

営業外費用  

支払利息 30

売上割引 70

為替差損 215

その他 35

営業外費用合計 351

経常利益 1,005

特別利益  

固定資産売却益 0

前期損益修正益 26

その他 2

特別利益合計 29

特別損失  

固定資産売却損 1

固定資産除却損 6

たな卸資産評価損 405

特別損失合計 413

税金等調整前四半期純利益 620

法人税、住民税及び事業税 772

法人税等調整額 △473

法人税等合計 299

四半期純利益 321
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 620

減価償却費 785

賞与引当金の増減額（△は減少） 861

売上債権の増減額（△は増加） 2,270

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,574

仕入債務の増減額（△は減少） 284

その他 △352

小計 2,895

利息及び配当金の受取額 62

利息の支払額 △29

法人税等の支払額 △408

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,519

投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の取得による支出 △301

有形固定資産の取得による支出 △562

その他 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △861

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） 500

自己株式の取得による支出 △76

配当金の支払額 △703

その他 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △280

現金及び現金同等物に係る換算差額 △189

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,186

現金及び現金同等物の期首残高 3,605

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 26

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,819
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 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」 (企業会計基準第12号) 及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」 (企業会計基準適用指針第14号) を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 (4) 継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

 (5) セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

当第１四半期連結累計期間 (自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)  

（注) １．事業区分の方法 

 事業区分は、製品の種類・性質及び販売方法の類似性を考慮し、自動機械部門、機器部門に区分し

ております。 

   ２．各事業区分に属する主要製品 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

当第１四半期連結累計期間 (自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)  

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

      ２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

          (1) アジア：マレーシア、タイ、シンガポール、中国、韓国、台湾 

          (2) その他：米国、カナダ 

 
自動機械 
部門 

(百万円) 

機器部門 
  

(百万円) 

計 
  

(百万円) 

消去又は 
全社 

(百万円) 

連結 
  

（百万円) 

売上高      

(1) 外部顧客に対する売上高 3,322 15,703 19,025 － 19,025 

(2) セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
19 138 158 (158) － 

計 3,342 15,841 19,184 (158) 19,025 

営業利益 299 1,614 1,913 (693) 1,220 

事業区分 機種 

自動機械部門 自動機械装置 

機器部門 
省力機器、空気圧制御機器、駆動機器、空気圧関連機器、 

流体制御機器、コントロール機器 

 
日本 
  

(百万円) 

アジア 
  

(百万円) 

その他 
  

(百万円) 

計 
  

(百万円) 

消去又は 
全社 

(百万円) 

連結 
  

(百万円) 

売上高       

(1) 外部顧客に対する売上高 16,169 2,548 307 19,025 － 19,025 

(2) セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
1,842 564 － 2,406 (2,406) － 

計 18,012 3,112 307 21,432 (2,406) 19,025 

営業利益又は営業損失 (△)  1,759 30 △4 1,786 (565) 1,220 
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〔海外売上高〕 

当第１四半期連結累計期間 (自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

 (注) １．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する主な国又は地域 

  (1) アジア：マレーシア、タイ、シンガポール、台湾、中国、韓国等 

  (2) その他：米国、カナダ、中南米、欧州等 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

 (6) 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。 

 アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高 (百万円) 3,492 522 4,014 

Ⅱ 連結売上高 (百万円)   19,025 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合 (％) 18.4 2.7 21.1 
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「参考資料」

　前四半期にかかる財務諸表

　　（1）（要約）四半期連結損益計算書

　　　　前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日）

（単位：百万円）

Ⅰ  売    上    高 25,086

Ⅱ  売  上  原  価 17,953

7,133

Ⅲ  販売費及び一般管理費 4,116

3,017

Ⅳ  営 業 外 収 益

1. 50

2. 86

137

Ⅴ  営 業 外 費 用

1. 21

2. 89

111

3,042

Ⅵ  特  別  利  益

1. 0

2. 810

811

Ⅶ  特  別  損  失

1. 10

2. その他 －

10

3,843

1,558

2,285

科　　　　目

金　　額

至平成19年6月30日

自平成19年4月 1日

前年同四半期

特 別 損 失     計

税金等調整前四半期純利益

法人税等

営 業 外 費 用   計

経  常  利  益

特 別 利 益     計

固定資産処分損

四半期純利益

売 上 総 利 益

営  業  利  益

受取利息及び配当金

その他

営 業 外 収 益   計

支払利息

その他

固定資産売却益

その他
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　　（2）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

　　　　前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日）

（単位：百万円）

区　　分

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

　　　税金等調整前四半期純利益 3,843

　　　減価償却費 822

　　　退職給付引当金の増減額（減少：△） △ 346

　　　売上債権の増減額（増加：△） 614

　　　営業未収入金の増減額（増加：△） 1,103

　　　たな卸資産の増減額（増加：△） 851

　　　仕入債務の増減額（減少：△） △ 599

　　　前受金の増減額（減少：△） 467

　　　その他 634

　　　　　小　計 7,390

　　　利息及び配当金の受取額 51

　　　利息の支払額 △ 22

　　　法人税等の支払額 △ 3,041

　　営業活動によるキャッシュ・フロー 4,378

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

　　　投資有価証券の取得による支出 △ 1,001

　　　有形固定資産の取得による支出 △ 3,359

　　　その他 △ 75

　　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 4,435

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

　　　短期借入金純増減額（減少：△） 3,318

　　　自己株式の取得による支出 △ 1,178

　　　親会社による配当金の支払額 △ 926

　　　その他 △ 11

　　財務活動によるキャッシュ・フロー 1,203

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 33

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（減少：△） 1,178

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 4,462

Ⅶ　現金及び現金同等物の四半期末残高 5,641

前年同四半期

金　　　額

至平成19年6月30日

自平成19年4月 1日
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　　（3）セグメント情報

　　　〔事業の種類別セグメント情報〕

　　　　前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日）

（単位：百万円）

自動機械 機　器 計 消去又は全社 連　結

  売上高

   （1）外部顧客に対する売上高 6,485 18,601 25,086 － 25,086 

計 6,520 18,749 25,269 (182) 25,086 

　営業費用 5,162 16,303 21,466 603 22,069 

　営業利益 1,357 2,445 3,803 (785) 3,017 

　　　〔所在地別セグメント情報〕

　　　　前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日）

（単位：百万円）

日　本 アジア その他 計 消去又は全社 連　結

　売上高

   （1）外部顧客に対する売上高 22,620 2,093 373 25,086 － 25,086 

計 24,121 2,673 373 27,168 (2,081) 25,086 

　営業費用 20,154 2,591 376 23,122 (1,052) 22,069 

　営業利益又は営業損失 (△) 3,967 81 △ 2 4,046 (1,028) 3,017 

　　　〔海外売上高〕

　　　　前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日）

（単位：百万円）

Ⅰ　海外売上高

Ⅱ　連結売上高

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合

147 182 (182) － 
   （2）セグメント間の内部売上高
　　　　又は振替高

34 

   （2）セグメント間の内部売上高
　　　　又は振替高

1,501 － 

計その他アジア

2,081 (2,081)579 － 

20.1% 

5,054 

22.4% 

25,086 

5,615 

2.2% 

560 
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