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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第2四半期 228,048 ― 87,734 ― 99,588 ― 59,752 ―

20年3月期第2四半期 226,711 13.1 92,736 18.5 106,244 23.6 64,585 25.2

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2四半期 287.52 ―

20年3月期第2四半期 310.69 ―

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2四半期 1,065,484 935,462 84.6 4,335.96
20年3月期 1,046,837 911,395 83.9 4,225.39

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  901,052百万円 20年3月期  878,188百万円

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  有  
 

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 ― 93.21 ― 90.14 183.35
21年3月期 ― 86.26 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 62.87 149.13

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 420,400 △10.2 153,800 △18.9 172,700 △17.8 103,300 △18.7 497.08

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、6ページ【定性的情報・財務諸表等】 5. 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、6ページ【定性的情報・財務諸表等】 5. 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)本資料に記述されている業績予想および将来予想は、主要市場における製品の需給動向、競合動向、競合状況、経済情勢その他に不透明な面があり、実際の業績
は見通しと異なる可能性があることをご承知おき願います。 
(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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  239,508,317株 20年3月期  239,508,317株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  31,699,215株 20年3月期  31,672,220株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  207,821,399株 20年3月期第2四半期  207,876,893株



(％表示は対前年同四半期増減率) 

 
  

 
  

  

  
  
  

平成21年3月期第2四半期(3ヶ月)の連結業績（平成20年7月1日～平成20年9月30日）（ご参考）

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2四半期 114,957 ─ 40,544 ─ 46,175 ─ 26,315 ─
20年3月期第2四半期 118,532 14.3 47,576 18.9 55,572 24.9 34,170 26.1

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2四半期 126 64 ─
20年3月期第2四半期 164 39 ─
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当第2四半期累計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発した米

国の景気悪化、急激な為替変動、原油、鉄、銅などの素材関係の大幅な高騰などによ

り、景気は後退局面に入りました。  

 海外におきましても、欧米の金融危機は実体経済の急速な悪化を招き、欧米の経済変

調は新興国へも波及し始めるなど、世界同時不況の様相を呈してまいりました。  

 このような状況下で、当第2四半期累計期間における連結売上高は2,280億48百万円

（前年同期比0.6％増）、連結経常利益は995億88百万円（前年同期比6.3％減）、連結

純利益は597億52百万円（前年同期比7.5％減）となりました。なお、当連結会計年度よ

り四半期会計基準を適用しているため、前年同期比については参考として記載しており

ます。 

 

 部門別の状況は、以下のとおりです。  

  

ＣＮＣシステムの主要顧客であります工作機械業界の状況は、国内におきまして

は、これまで高原状態が続いていた内需・外需ともに、第２四半期に入り自動車関

連産業向けを中心に減少に転じました。  

 海外におきましても、マクロ経済コントロールの影響で中国向けの需要が落ち込

み、第２四半期に入ると欧州向けの需要も減少に転じました。  

 以上により、第１四半期には前年同期を上回っていた当社グループのＣＮＣシス

テムの売上は、第２四半期累計ベースでは、ほぼ前年同期並みに推移しました。  

 レーザにつきましては、国内、海外ともに堅調に推移しました。  

 ＦＡ部門の連結売上高は1,319億71百万円（前年同期比0.6％増）、全連結売上高

に対する構成比は57.8％となりました。  

  

ロボットにつきましては、日米の自動車関連産業においてはプロジェクトの谷間

が続きましたが、中国、韓国においては、自動車関連産業向けは好調に推移しまし

た。一般産業向けは、欧米およびアジアでは好調に推移しました。  

 ロボット部門の連結売上高は573億96百万円（前年同期比9.7％増）、全連結売上

高に対する構成比は25.2％となりました。  

  

ロボドリル（ＣＮＣドリル）につきましては、国内の自動車部品及び電気部品産

業向けの売上が増加したものの、海外は中国を含むアジア向けの需要が急激に落ち

込み、全体として減少しました。  

 ロボショット（全電動式射出成形機）につきましては、国内市場は設備投資に慎

【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

〔ＦＡ部門〕

〔ロボット部門〕

〔ロボマシン部門〕
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重で低調でした。海外向けは、大型機の売上増加で第１四半期は回復したもの

の、アジアを中心とした需要の落ち込みにより、第２四半期には減少に転じまし

た。  

 ロボカット（ワイヤカット放電加工機）につきましては、国内向けは回復せず、

昨年に較べて低調でしたが、海外は欧米向けは増加、アジア向けも微増し全体で微

増でした。  

 ロボマシン部門の連結売上高は386億81百万円（前年同期比10.4％減）、全連結売

上高に対する構成比は17.0％となりました。  

  

資産合計は、対前年度末比186億47百万円増の１兆654億84百万円となりました。

これは、以下で述べる連結キャッシュ・フローの増加により、現金及び預金が対前

年度末比107億円増加したことが主な要因です。  

 また負債合計は、対前年度末比54億20百万円減の1,300億22百万円となりました。 

 純資産合計は、対前年度末比240億67百万円増の9,354億62百万円となりました。 

  

営業活動によるキャッシュ・フローは、525億46百万円で、これは主に税金等調整

前四半期純利益から法人税等の支払額を差し引いたものです。  

 投資活動の結果使用した資金は、120億26百万円であり、これは主に有形固定資産

の取得による支出です。  

 財務活動の結果使用した資金は、193億51百万円であり、これは主に配当金の支払

いによるものです。  

 以上の結果、連結キャッシュ・フローは、107億39百万円のプラスとなりました。 

  

通期の業績見通しにつきましては、欧米の金融危機をきっかけとした世界経済の同時

減速、急激な為替変動、原油価格の乱高下、素材関係の大幅な高騰等、当社グループを

取り巻く市場環境はより厳しさを増し、世界市場における競合状態はさらに激化してい

くものと予想されるため、平成20年4月24日の決算発表時に公表した通期の業績予想を

以下のとおり修正いたします。  

 このような厳しい状況のなか、当社グループは、研究開発におきまして引き続き研究

所の総力を挙げて、「高信頼性」という基本を守りつつ、「知能化」、「超精密化」、

「低価格化」を徹底的に追求し、各商品の競争力強化を図ってまいります。製造におき

ましては、知能ロボットの導入による工場の「ロボット化」をさらに推し進め、ロボッ

トセル（長時間無人機械加工システム）を追加導入し、各商品のさらなるコストカット

を進めてまいります。また、全社的な経費の管理、削減を強力に推し進めてまいりま

す。  

2. 連結財政状態に関する定性的情報

〔財政状態〕

〔キャッシュ・フロー〕

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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 平成21年3月期通期連結業績予想 

                                        (単位：百万円) 
  

 
  

注）当社グループの連結子会社の決算期は、いずれも12月です。平成20年10月1日から平成20年

12月31日までの期間における為替レートは、平均90円／ドル、115円／ユーロを想定して

おります。（平成20年1月1日から平成20年9月30日までの期間における為替レート実績

は、平均105.83円／ドル、161.00円／ユーロでした。） 

  

 平成21年3月期通期単体業績予想(ご参考) 

                                         (単位：百万円) 

 
 

4．利益配分に関する基本方針および当期の配当  

 当社は、企業体質の強化を図り、連結業績に連動した利益還元を将来にわたり実現でき

るよう努力を続けております。  

 株主還元につきましては、安定した配当政策を基本としながらも、連結ベースで当期純

利益の３０％以上の配当性向を確保するべく努力してまいります。また、株式市場の状況

を見て、必要により自己株式取得も行ってまいります。  

なお、当社は、厳しい市場競争のなかにあって利益確保のため努力を続ける取締役および

社員につきまして、その賞与を配当と同様純利益に連動して支給することを併せて方針と

しております。  

 また、内部留保資金につきましては、当社の事業は技術革新が急激でかつ競争が激しい

先端分野であることに鑑み、中長期的な視点にたち、新商品の開発、製造のロボット化お

よび海外体制の強化への投資に優先的に活用いたします。  

 当期の配当金につきましては、以下を予定しております。 

 

前回発表 今回発表 増減率

売上高 463,800 420,400 ▲9.4％

営業利益 180,800 153,800 ▲14.9％

経常利益 197,400 172,700 ▲12.5％

当期純利益 119,700 103,300 ▲13.7％

前回発表 今回発表 増減率

売上高 361,600 302,100 ▲16.5％

営業利益 140,800 114,900 ▲18.4％

経常利益 155,000 132,700 ▲14.4％

当期純利益 96,000 82,400 ▲14.2％

中間配当 
 

期末配当 
（予想）

年間配当 
（予想）

配当性向 
(予想）

当期(平成20年度) 86円26銭 62円87銭 149円13銭 30.0%

（ご参考） 
前期(平成19年度)

93円21銭 90円14銭 183円35銭 30.0%
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該当事項はありません。 
  

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。 
  

◎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。 

◎「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

主として個別法および総平均法による原価法から、主として個別法および総平均法に

よる原価法（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

の変更による損益への影響はありません。 

◎「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」（企業

会計基準委員会 平成18年５月17日 実務対応報告第18号）を当第１四半期連結会計

期間から適用しております。なお、この変更による損益への影響は軽微であります。 

5. 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)

(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

(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
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6. 【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２四半期連結会計期間末 
(平成20年９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 576,937 566,237 

受取手形及び売掛金 96,315 93,844 

製品 32,716 33,427 

原材料 6,996 6,308 

仕掛品 30,164 27,142 

その他 27,690 26,064 

貸倒引当金 △2,421 △2,694 

流動資産合計 768,397 750,328 

固定資産 

有形固定資産 

土地 113,123 113,143 

その他（純額） 104,135 98,912 

有形固定資産合計 217,258 212,055 

無形固定資産 1,267 1,394 

投資その他の資産 

投資有価証券 76,737 81,083 

その他 1,847 1,995 

貸倒引当金 △22 △18 

投資その他の資産合計 78,562 83,060 

固定資産合計 297,087 296,509 

資産合計 1,065,484 1,046,837 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 20,504 24,812 

未払法人税等 38,347 41,052 

アフターサービス引当金 6,621 6,462 

その他 33,519 31,825 

流動負債合計 98,991 104,151 

固定負債 

退職給付引当金 21,266 20,194 

その他 9,765 11,097 

固定負債合計 31,031 31,291 

負債合計 130,022 135,442 

純資産の部 

株主資本 

資本金 69,014 69,014 

資本剰余金 96,268 96,256 

利益剰余金 962,793 921,775 

自己株式 △220,970 △220,691 

株主資本合計 907,105 866,354 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 161 1,677 

為替換算調整勘定 △6,214 10,157 

評価・換算差額等合計 △6,053 11,834 

少数株主持分 34,410 33,207 

純資産合計 935,462 911,395 

負債純資産合計 1,065,484 1,046,837 
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(2) 【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 228,048 

売上原価 110,897 

売上総利益 117,151 

販売費及び一般管理費 29,417 

営業利益 87,734 

営業外収益 

受取利息 3,364 

受取配当金 1,628 

持分法による投資利益 3,752 

雑収入 3,633 

営業外収益合計 12,377 

営業外費用 

売上割引 174 

雑支出 349 

営業外費用合計 523 

経常利益 99,588 

税金等調整前四半期純利益 99,588 

法人税、住民税及び事業税 38,587 

法人税等調整額 △1,440 

法人税等合計 37,147 

少数株主利益 2,689 

四半期純利益 59,752 
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【第２四半期連結会計期間】 

（単位：百万円） 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 114,957 

売上原価 59,210 

売上総利益 55,747 

販売費及び一般管理費 15,203 

営業利益 40,544 

営業外収益 

受取利息 1,555 

受取配当金 216 

持分法による投資利益 2,120 

雑収入 1,941 

営業外収益合計 5,832 

営業外費用 

売上割引 87 

固定資産除売却損 72 

雑支出 42 

営業外費用合計 201 

経常利益 46,175 

税金等調整前四半期純利益 46,175 

法人税、住民税及び事業税 20,215 

法人税等調整額 △1,588 

法人税等合計 18,627 

少数株主利益 1,233 

四半期純利益 26,315 
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９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 99,588 

減価償却費 6,900 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △247 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,156 

受取利息及び受取配当金 △4,992 

持分法による投資損益（△は益） △3,752 

売上債権の増減額（△は増加） △2,858 

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,600 

仕入債務の増減額（△は減少） △3,166 

その他 △1,847 

小計 86,182 

利息及び配当金の受取額 6,459 

法人税等の支払額 △40,988 

その他 893 

営業活動によるキャッシュ・フロー 52,546 

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 △12,126 

投資有価証券の取得による支出 △606 

投資有価証券の売却による収入 1,051 

その他 △345 

投資活動によるキャッシュ・フロー △12,026 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

自己株式の取得による支出 △270 

配当金の支払額 △18,713 

その他 △368 

財務活動によるキャッシュ・フロー △19,351 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △10,430 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 10,739 

現金及び現金同等物の期首残高 565,994 

現金及び現金同等物の四半期末残高 576,733 
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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。 

  

該当事項なし 

  

 当社グループの商品はＣＮＣシステムとその応用商品であり、いずれもＣＮＣシステム技術をベース

にしており、その用途も自動化による生産システムに使用されるものであります。当社グループは、こ

れらの商品およびそれらを組み合わせたシステムを提供する単一業種の事業活動を営んでおります。 

  

当第2四半期連結累計期間(自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日）   (単位:百万円） 

 
  

当第2四半期連結会計期間(自 平成20年7月1日 至 平成20年9月30日）   (単位:百万円） 

 
  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

 【事業の種類別セグメント情報】

 【所在地別セグメント情報】

日本 
 

米州
 

欧州
 

アジア
 

計
 

消去 
又は全社 

 

連結
 

  売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

109,394 31,865 42,568 44,221 228,048 ─ 228,048

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

64,859 1,493 504 430 67,286 (67,286) ─

計 174,253 33,358 43,072 44,651 295,334 (67,286) 228,048

  営業利益 71,083 2,933 6,761 8,558 89,335 (1,601) 87,734

日本 
 

米州
 

欧州
 

アジア
 

計
 

消去 
又は全社 

 

連結
 

  売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

51,353 17,941 22,748 22,915 114,957 ─ 114,957

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

29,652 1,031 273 198 31,154 (31,154) ─

計 81,005 18,972 23,021 23,113 146,111 (31,154) 114,957

  営業利益 32,442 1,491 3,385 4,088 41,406 (862) 40,544
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当第2四半期連結累計期間(自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日）   (単位:百万円） 

 
  
当第2四半期連結会計期間(自 平成20年7月1日 至 平成20年9月30日）   (単位:百万円) 

 
  

該当事項なし 

  

 【海外売上高】

米州 欧州 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高 37,797 43,204 73,671 1,518 156,190

Ⅱ 連結売上高 228,048

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

16.6% 18.9% 32.3% 0.7% 68.5%

米州 欧州 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高 20,841 22,648 34,817 885 79,191

Ⅱ 連結売上高 114,957

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

18.1% 19.7% 30.3% 0.8% 68.9%

(6) 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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(ご参考)

平成20年度第2四半期決算概要

［9月30日に終了した6ヶ月間］

(単位：百万円)

前第2四半期連結累計期間
 

自 平成19年4月1日 
 至 平成19年9月30日

当第2四半期連結累計期間
 

自 平成20年4月1日  
至 平成20年9月30日

増減率 
（％）

売上高 226,711 228,048 0.6

営業利益 92,736 87,734 △ 5.4

経常利益 106,244 99,588 △ 6.3

四半期純利益 64,585 59,752 △ 7.5

１株当たり四半期純利益
（円）

310.69 287.52 △ 7.5

［9月30日に終了した3ヶ月間］

(単位：百万円)

前第2四半期連結会計期間
 

自 平成19年7月1日 
 至 平成19年9月30日

当第2四半期連結会計期間
 

自 平成20年7月1日  
至 平成20年9月30日

増減率 
（％）

売上高 118,532 114,957 △3.0

営業利益 47,576 40,544 △ 14.8

経常利益 55,572 46,175 △ 16.9

四半期純利益 34,170 26,315 △ 23.0

１株当たり四半期純利益
（円）

164.39 126.64 △ 23.0
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(ご参考)

部門別連結売上高

［9月30日に終了した6ヶ月間］

（単位：百万円）

部 門

前第2四半期連結累計期間  
 

自 平成19年4月1日  
至 平成19年9月30日

当第2四半期連結累計期間 
 

自 平成20年4月1日  
至 平成20年9月30日

増減率  
（％）

構成比
（％）

構成比 
（％）

ＦＡ部門 131,182 57.9 131,971 57.8 0.6

ロボット部門 52,343 23.1 57,396 25.2 9.7

 ロボマシン部門 43,186 19.0 38,681 17.0 △10.4

合 計 226,711 100.0 228,048 100.0 0.6

うち海外売上高 156,083 68.8 156,190 68.5 0.1

［9月30日に終了した3ヶ月間］

（単位：百万円）

部 門

前第2四半期連結会計期間  
 

自 平成19年7月1日  
至 平成19年9月30日

当第2四半期連結会計期間 
 

自 平成20年7月1日  
至 平成20年9月30日

増減率  
（％）

構成比 
（％）

構成比 
（％）

ＦＡ部門 67,461 56.9 64,125 55.8 △4.9

ロボット部門 28,767 24.3 32,778 28.5 13.9

 ロボマシン部門 22,304 18.8 18,054 15.7 △19.1

合 計 118,532 100.0 114,957 100.0 △3.0

うち海外売上高 82,752 69.8 79,191 68.9 △4.3
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(ご参考)

前第2四半期に係る財務諸表等

前中間連結損益計算書  

前中間連結会計期間

（自 平成19年4月 1日

   至 平成19年9月30日） 

区分 金額(百万円) 百分比
（％）

Ⅰ 売上高 226,711 100.0

Ⅱ 売上原価 105,073 46.3

売上総利益 121,638 53.7 

Ⅲ 販売費及び一般管理費    28,902 12.8 

営業利益 92,736 40.9

Ⅳ 営業外収益

 受取利息 3,871

 持分法による投資利益 7,749

 雑収入 2,407 14,027 6.2

Ⅴ 営業外費用

 売上割引 194

 固定資産売廃却損 122

 不動産取得税 70

 雑損失 133 519 0.2

経常利益 106,244 46.9

Ⅵ 特別利益

 役員退職慰労引当金戻入益 1,901 1,901 0.8

  税金等調整前中間(当期)純利益 108,145 47.7

 法人税、住民税及び事業税 37,956

 法人税等調整額 2,698 40,654 17.9

 少数株主利益 2,906 1.3

 中間(当期)純利益 64,585 28.5
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                             (単位：百万円） 

  (要約)四半期連結損益計算書(3ヶ月)

前第2四半期連結会計期間

科   目 自 平成19年7月 1日

至 平成19年9月30日

売上高 118,532

売上原価 56,698

売上総利益 61,834

販売費及び一般管理費    14,258

営業利益 47,576

営業外収益

 受取利息 及び 配当金 2,343

 持分法による投資利益 6,442

 雑収入 808

           計 9,593

営業外費用

 雑支出 1,597

           計 1,597

経常利益 55,572

税金等調整前第２四半期純利益 55,572

法人税等 19,950

少数株主利益 1,452

第２四半期純利益 34,170
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前中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間

自 平成19年4月 1日

至 平成19年9月30日

区分 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 税金等調整前中間(当期)純利益           108,145

 減価償却費            5,728

 貸倒引当金の増減額            △ 11

 退職給付引当金の増減額              459

 受取利息及び受取配当金            △ 4,476

 持分法による投資利益            △ 7,749

 売上債権の増減額              △ 2,509

 棚卸資産の増減額            △ 2,145

 仕入債務の増減額            △ 971

 その他            △ 4,690

 小   計             91,781

 利息及び配当金の受取額             5,412

 法人税等の支払額           △ 39,860

 その他            2,535

  営業活動によるキャッシュ・フロー            59,868

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            △ 14,968

 投資有価証券の取得による支出 △ 0

 その他              △ 192

  投資活動によるキャッシュ・フロー            △ 15,160

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 自己株式の取得による支出              △ 663

 配当金の支払額           △ 16,088

 その他               △ 272

  財務活動によるキャッシュ・フロー           △ 17,023

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額              6,215

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額           33,900

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高             495,540

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高            529,440
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当社グループの商品はＣＮＣシステムとその応用商品であり、いずれもＣＮＣシステム技術をベース
にしており、その用途も自動化による生産システムに使用されるものであります。当社グループは、こ
れらの商品およびそれらを組み合わせたシステムを提供する単一業種の事業活動を営んでおります。 

  

前第2四半期連結累計期間(自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日）   (単位:百万円) 

 
  

前第2四半期連結会計期間(自 平成19年7月1日 至 平成19年9月30日）   (単位:百万円) 

 
  

前第2四半期連結累計期間(自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日）   (単位:百万円) 

 

前第2四半期連結会計期間(自 平成19年7月1日 至 平成19年9月30日）   (単位:百万円) 

セグメント情報
【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

日本 
 

米州
 

欧州
 

アジア
 

計
 

消去 
又は全社 

 

連結
 

  売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

113,329 29,344 41,392 42,646 226,711 ─ 226,711

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

61,706 1,038 550 206 63,500 (63,500) ─

計 175,035 30,382 41,942 42,852 290,211 (63,500) 226,711

  営業利益 71,440 3,404 7,296 10,522 92,662 74 92,736

日本 
 

米州
 

欧州
 

アジア
 

計
 

消去 
又は全社 

 

連結
 

  売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

58,257 16,257 21,940 22,078 118,532 ─ 118,532

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

31,491 397 250 105 32,243 (32,243) ─

計 89,748 16,654 22,190 22,183 150,775 (32,243) 118,532

  営業利益 36,697 1,863 3,947 5,420 47,927 (351) 47,576

【海外売上高】

米州 欧州 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高 36,304 42,295 76,344 1,140 156,083

Ⅱ 連結売上高 226,711

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

16.0% 18.6% 33.7% 0.5% 68.8%

米州 欧州 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高 19,643 22,308 40,210 591 82,752

Ⅱ 連結売上高 118,532

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

16.5% 18.8% 33.9% 0.6% 69.8%
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