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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 3,495 ― 96 ― 82 ― 54 ―

20年3月期第1四半期 3,946 9.9 220 66.3 223 74.0 122 36.6

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 413.84 ―

20年3月期第1四半期 929.22 ―

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 13,809 2,820 20.4 21,312.32
20年3月期 13,778 3,113 22.6 23,525.65

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  2,820百万円 20年3月期  3,113百万円

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  

 平成21年３月期連結会計期間における配当予想額は未定であります。  

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 ― 0.00 ― 1,500.00 1,500.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― ― ―

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  有  
 

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 7,500 ― 420 ― 380 ― 220 ― 1,662.57
通期 16,602 1.2 1,231 7.3 1,137 2.8 671 1.7 5,070.85

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  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(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．平成20年５月14日に公表いたしました連結業績予想は、第２四半期連結累計期間、通期とも本資料において修正しております。 
２．本資料に記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及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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項については、２ページ【定性的情報・財
務諸表等】 ３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 
３．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．配当状況における１株当たり配当金欄につきまして、平成21年３月期の配当予想額は、業績の推移等を勘案しつつ配当予想額の開示が可能となった時点で速やか
に開示いたします。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

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  132,325株 20年3月期  132,325株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  ―株 20年3月期  ―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  132,325株 20年3月期第1四半期  26,465株



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、サブプライムローン問題を背景とした米国経済の後退懸念のほ

か、原油、食料、原材料等の価格高騰の影響から、個人消費や設備投資に鈍化傾向が見られ、景気の減速感が強まり

ました。工作機械業界においては、日本国内では設備投資に慎重になっているものの、欧州などの好調な外需が下支

えとなり、受注額は堅調に推移いたしました。

　このような経済状況のもとで当社グループは、前事業年度より販売を開始したハイスピードミーリングセンタの新

ラインナップ「ＨＳシリーズ」の拡販に努めましたが、市場浸透の拡大が進まなかったことなどにより、当第１四半

期においては売上予測を下回りました。また、売上の減少のほか、原材料価格高騰の影響による売上原価率の上昇な

どが損益面においても当初計画に対する業績の進捗に遅れが生じる要因となりました。

　以上の結果、当四半期連結会計期間の売上高は、3,495,417千円を達成しました。なお、損益面では、営業利益

96,771千円、経常利益82,161千円、第１四半期純利益は、54,760千円となりました。

　事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。

①精密工作機械関連事業

　当事業におきましては、国内の設備投資に鈍化傾向が見られるなか、リニアモータ駆動を利用したハイスピード

ミーリングセンタと他社製品との差別化を明確にした営業活動を実施いたしました。また、日系企業が多い中国地区

への日本人スタッフの増員等、海外拠点の営業強化を図りました。

　これらの結果、当事業の売上高は359,880千円となりました。

②サプライ品事業

　当事業におきましては、主要顧客である製造業では原材料価格の高騰からコスト削減が進み、当事業の主力商品で

ある「ワイヤ電極線」においては、価格面での対応により売上を確保いたしました。また、リサクイクルフィルター

の新商品を追加するなどエコ商品の拡充にも努めました。

　これらの結果、当事業の売上高は1,302,990千円となりました。

③サービス事業

　当事業におきましては、放電加工機の据付検収業務は減少しましたが、海外向け補修部品の販売強化やメンテナン

ス契約の取得によるサービス業務の拡大を図りました。また、他事業で販売している製商品の営業サポートを推進い

たしました。

　これらの結果、当事業の売上高は713,079千円となりました。

④精密金型・精密成形事業

　当事業におきましては、自動車関連業界を中心に超微細加工領域での受注獲得を目指した営業活動を進めるととも

に、生産面においては、中国蘇州工場への生産体制のシフトを進め、コスト削減、製品の増産及び安定供給を図りま

した。

　これらの結果、当事業の売上高は1,119,467千円となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べて31,044千円増加し、13,809,166千円となりました。これは

主に売掛債権の回収が順調に進んだことによる現金及び預金の増加が要因であります。負債合計は、前連結会計年度

末に比べて323,922千円増加し、10,989,014千円となりました。これは主に法人税等の支払による未払法人税等の減

少があったものの、設備投資による短期借入金の増加が要因であります。純資産合計は、前連結会計年度末に比べて

292,878千円減少し、2,820,152千円となりました。これは主に配当金の支払い及び在外連結子会社の換算レート変動

による為替換算調整勘定の減少が要因であります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　当第１四半期における業績の当初の計画に対する進捗状況及び今後の業績見込を勘案し、平成20年５月14日付「平

成20年３月期　決算短信」にて発表いたしました平成21年３月期の業績予想を修正しております。詳細につきまして

は、本日開示の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。



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

①　一般債権の貸倒見積高の算定方法

　当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度に算定したものと著しい変化がないと認めら

れるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

②　棚卸資産の評価方法

　当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実施棚卸しを省略し、前連結会計年度末の実施棚

卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。

③　固定資産の減価償却費の算定方法

　　定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法

　によっております。

④　法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

　法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法

によっております。

（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

　（会計処理基準に関する事項の変更）

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　棚卸資産の評価基準及び評価方法の変更

　「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成18年７月５日　企業会計基準第９号）

を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿

価切下げの方法）に変更しております。

　なお、これによる損益へ与える影響はありません。

 



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

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 1,995,719 1,505,754

受取手形及び売掛金 5,323,786 5,839,127

商品 493,598 429,127

製品 208,848 194,735

原材料 655,910 608,108

仕掛品 1,184,831 1,015,389

その他 349,363 444,990

貸倒引当金 △12,874 △14,524

流動資産合計 10,199,184 10,022,707

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,586,753 1,668,809

その他（純額） 1,638,212 1,701,482

有形固定資産合計 3,224,966 3,370,292

無形固定資産   

のれん 23,055 25,151

その他 89,738 89,384

無形固定資産合計 112,794 114,535

投資その他の資産   

その他 297,147 289,780

貸倒引当金 △24,925 △19,192

投資その他の資産合計 272,221 270,587

固定資産合計 3,609,982 3,755,415

資産合計 13,809,166 13,778,122

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,738,833 2,932,094

短期借入金 4,671,200 4,299,000

未払法人税等 8,223 323,328

引当金 133,572 256,966

その他 1,473,045 1,174,998

流動負債合計 9,024,874 8,986,387

固定負債   

社債 750,000 800,000

長期借入金 990,200 666,082

引当金 205,276 191,677

負ののれん 11,411 13,694

その他 7,250 7,250

固定負債合計 1,964,139 1,678,704

負債合計 10,989,014 10,665,091



（単位：千円）

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 516,300 516,300

資本剰余金 291,400 291,400

利益剰余金 2,015,178 2,159,029

株主資本合計 2,822,878 2,966,729

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 △2,725 146,301

評価・換算差額等合計 △2,725 146,301

純資産合計 2,820,152 3,113,030

負債純資産合計 13,809,166 13,778,122



（２）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）

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 3,495,417

売上原価 2,762,353

売上総利益 733,063

販売費及び一般管理費  

給料 160,360

賞与引当金繰入額 25,875

役員賞与引当金繰入額 12,000

退職給付費用 14,071

役員退職慰労引当金繰入額 4,797

貸倒引当金繰入額 4,805

その他 414,381

販売費及び一般管理費合計 636,292

営業利益 96,771

営業外収益  

受取利息 126

負ののれん償却額 2,282

その他 11,828

営業外収益合計 14,236

営業外費用  

支払利息 25,544

その他 3,302

営業外費用合計 28,846

経常利益 82,161

特別利益  

固定資産売却益 1,989

ゴルフ会員権売却益 1,000

特別利益合計 2,989

税金等調整前四半期純利益 85,151

法人税等 30,390

四半期純利益 54,760



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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 85,151

減価償却費 76,036

のれん償却額 2,095

負ののれん償却額 △2,282

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,805

製品保証引当金の増減額（△は減少） 534

賞与引当金の増減額（△は減少） △109,264

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 12,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,801

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,797

その他の引当金の増減額（△は減少） △26,663

受取利息及び受取配当金 △126

支払利息 25,544

有形固定資産売却損益（△は益） △1,989

ゴルフ会員権売却損益（△は益） △1,000

売上債権の増減額（△は増加） 472,696

たな卸資産の増減額（△は増加） △313,446

未収消費税等の増減額（△は増加） 77,503

仕入債務の増減額（△は減少） △145,674

未払費用の増減額（△は減少） 200,286

その他 △3,938

小計 365,869

利息及び配当金の受取額 126

利息の支払額 △27,752

法人税等の支払額 △304,340

営業活動によるキャッシュ・フロー 33,902

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △53,302

有形固定資産の売却による収入 1,165

無形固定資産の取得による支出 △7,444

ゴルフ会員権の売却による収入 2,000

その他 7,945

投資活動によるキャッシュ・フロー △49,635



（単位：千円）

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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 1,400,000

短期借入金の返済による支出 △1,021,000

長期借入れによる収入 500,000

長期借入金の返済による支出 △108,606

社債の償還による支出 △50,000

配当金の支払額 △198,487

財務活動によるキャッシュ・フロー 521,905

現金及び現金同等物に係る換算差額 △16,209

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 489,964

現金及び現金同等物の期首残高 1,505,754

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,995,719



（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

ａ．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）

 

精密工作
機械関連
事業
（千円）

サプライ
品事業
（千円）

サービス
事業
（千円）

精密金型
・精密成
形事業
（千円）

計
（千円）

消去又は
全社
（千円）

連結
（千円）

売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 359,880 1,302,990 713,079 1,119,467 3,495,417 － 3,495,417

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
17,202 13,909 7,123 － 38,235 △38,235 －

計 377,082 1,316,899 720,202 1,119,467 3,533,652 △38,235 3,495,417

営業利益又は営業損失（△） △78,144 139,429 158,475 25,785 245,546 △148,774 96,771

　（注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２．各事業の主な製品

(1）精密工作機械関連事業・・・高速・高精度リニア駆動マシニングセンタの製造、販売

(2）サプライ品事業・・・工作機械等の周辺機器・消耗品の製造、販売

(3）サービス事業・・・工作機械等の修理、点検

(4）精密金型・精密成形事業・・・精密金型、精密成形品の製造、販売

ｂ．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）

 
日本

（千円）
中国

（千円）
計

（千円）
消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 3,145,375 350,041 3,495,417 － 3,495,417

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
44,026 163,177 207,203 △207,203 －

計 3,189,401 513,219 3,702,621 △207,203 3,495,417

営業利益 246,463 1,435 247,898 △151,127 96,771

　（注）国の区分は地理的近接度により区分しております。



ｃ．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）

 北・南米 欧州
アジア・
オセアニア

計

Ⅰ　海外売上高（千円） 143,793 97,105 525,293 766,192

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － 3,495,417

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の

割合（％）
4.1 2.8 15.0 21.9

　（注）１．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。

２．国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。

(1）国又は地域の区分の方法・・・地理的近接度による。

(2）各区分に属するおもな国又は地域

北・南米・・・アメリカ、ブラジル

欧州・・・ドイツ、イギリス

アジア・オセアニア・・・中国、韓国、中国香港、オーストラリア

（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。



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 3,946,005

Ⅱ　売上原価 2,945,633

売上総利益 1,000,371

Ⅲ　販売費及び一般管理費 780,239

営業利益 220,131

Ⅳ　営業外収益 28,929

Ⅴ　営業外費用 25,417

経常利益 223,643

Ⅵ　特別利益 23,250

Ⅶ　特別損失 26,278

税金等調整前四半期純利益 220,616

税金費用 97,656

四半期純利益 122,959



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（千円）

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 220,616

減価償却費 60,123

のれん償却額　 2,095

負ののれん償却額 △2,282

貸倒引当金の増加額 3,155

製品保証引当金の増加額 27,718

賞与引当金の減少額 △91,369

役員賞与引当金の減少額 △30,125

退職給付引当金の増加額 2,597

役員退職慰労引当金の増加額 5,347

受取利息及び受取配当金 △634

支払利息 22,054

売上債権の増加額 △454,011

たな卸資産の増加額 △244,521

未収消費税の増加額 △12,999

仕入債務の増加額 210,220

未払費用の増加額 206,237

その他 △96,780

小計 △172,558

利息及び配当金の受取額 634

利息の支払額 △21,338

法人税等の支払額 △269,440

営業活動によるキャッシュ・フロー △462,702

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △201,195

無形固定資産の取得による支出 △4,595

その他投資の取得による支出　 △1,000

その他 △1,123

投資活動によるキャッシュ・フロー △207,914



前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 1,200,000

短期借入金の返済による支出 △22,875

長期借入金の返済による支出 △78,311

社債の償還による支出　 △50,000

配当金の支払額 △145,341

財務活動によるキャッシュ・フロー 903,471

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 9,315

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額 242,169

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 1,607,781

Ⅶ　現金及び現金同等物の四半期末残高 1,849,951



（３）セグメント情報

ａ．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（自　平成19年４月１日　至　平成19年６月30日）

 
精密工作機
械関連事業
（千円）

サプライ品及
びサービス事
業（千円）

精密金型・
精密成形事
業（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 701,093 2,072,585 1,172,327 3,946,005 － 3,946,005

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
22,052 11,320 － 33,373 △33,373 －

計 723,145 2,083,906 1,172,327 3,979,378 △33,373 3,946,005

営業費用 717,374 1,800,487 1,101,146 3,619,007 106,865 3,725,873

営業利益（又は営業損失） 5,770 283,419 71,181 360,371 △140,239 220,131

　（注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

　　　　２．各事業の主な製品

　　　　　　(1）精密工作機械関連事業

　　　　　　 高速・高精度リニア駆動マシニングセンタの製造・販売

　　　　　　(2）サプライ品及びサービス事業

　  　　　　 工作機械等の周辺機器・消耗品の販売、及び修理、点検

　　　　　　(3）精密金型・精密成形事業

　  　　　　 精密金型、精密成形品の製造・販売

　      ３．消去又は全社の項目に含めた営業費用106,865千円は、主として当社の管理部門に係る費用です。

　      ４．事業区分の変更前のため３事業部で開示しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

前第１四半期連結累計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年６月30日）

 
日本

（千円）
中国

（千円）
計

（千円）
消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 3,584,961 361,044 3,946,005 － 3,946,005

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
4,470 134,316 138,786 △138,786 －

計 3,589,431 495,360 4,084,791 △138,786 3,946,005

営業費用 3,232,757 476,446 3,709,203 16,670 3,725,873

営業利益（又は営業損失） 356,674 18,914 375,588 △155,456 220,131

　（注）１．国の区分は地理的近接度により区分しております。

２．消去又は全社の項目に含めた営業費用16,670千円は、主として当社の管理部門に係る費用であります。

ｃ．海外売上高

前第１四半期連結会計期間においては、開示しておりません。
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