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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 13,887 ― 1,542 ― 1,530 ― 763 ―

20年3月期第2四半期 12,973 3.2 1,649 △10.4 1,693 △9.3 988 4.6

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2四半期 11.62 ―

20年3月期第2四半期 15.90 ―

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 25,437 13,951 46.3 179.15
20年3月期 24,367 13,409 46.8 173.13

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  11,769百万円 20年3月期  11,393百万円

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 ― 3.00 ― 4.00 7.00
21年3月期 ― 3.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 3.00 6.00

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 25,954 △3.2 2,935 △18.8 2,923 △21.2 1,513 △24.3 23.04

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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 4．その他をご覧ください。]   

(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、４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)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)上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、様々な不確定要素が内在しております。実際の業績は、今後様々な 
要因によって予想数値と異なる可能性があります。  

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  65,781,228株 20年3月期  65,781,228株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  86,993株 20年3月期  78,434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  65,699,229株 20年3月期第2四半期  62,200,782株
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平成21年３月期の個別業績予想(平成20年４月１日～平成21年３月31日) 

(％表示は対前年増減率) 

 
(注) 個別業績予想数値の当四半期における修正の有無  有 

  

  

  

  

【参考】

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 18,290 △2.0 1,880 △20.8 2,189 △17.7 1,299 △19.5 19. 79
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当第２四半期累計期間における世界経済は、米国サブプライムローン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、企業収益は減少傾向となり、景気の減速感が一層強まってまいりまし
た。 
国内工作機械業界におきましても国内外の需要が減速しております。(社)日本工作機械工業会の受注総

額は7,385億円となり、前年同期に比べ7.5％の減少となりました。内需は3,093億円(前年同期比12.9％
減)、外需は4,292億円(前年同期比3.1％減)であり、外需比率は58.1％となっております。 
当社グループにおきましては、第１四半期連結会計期間より新たに２社を連結子会社としたことも影響

し、売上高は13,887百万円となり、前年同期に比べ7.1％の増加となりました。利益につきましては、営
業利益は6.5％減、経常利益は9.6％減、四半期純利益は22.8％減となりました。これは、原油・原材料価
格の上昇によるコストの増加や為替変動の影響によるものであります。 

※前年同期比は参考として記載しております。 

  

当第２四半期末における連結財政状態につきましては、前連結会計年度末に比べ、総資産は1,069百万
円増加し、25,437百万円となりました。この増加は、連結子会社が２社増加したことによる投資その他の
資産181百万円の減少及び受取手形及び売掛金568百万円の減少はありましたが、主に、現金及び預金
1,021百万円の増加、棚卸資産の680百万円の増加及び有形固定資産407百万円の増加によるものです。 
また、負債は前連結会計年度末に比べ、527百万円増加し、11,486百万円となりました。この増加は、

長期借入金199百万円の減少もありましたが、主に、支払手形及び買掛金398百万円の増加、短期借入金
105百万円の増加及び未払法人税等91百万円の増加によるものであります。 
純資産は前連結会計年度末に比べ542百万円増加し、13,951百万円となりました。この増加は主に利益

剰余金455百万円の増加によるものであります。 

  

平成21年３月期につきましては、現在、急速に広がる世界的な金融市場の混乱が実体経済へ影響を及ぼ
してきており、景気の低迷、需要の減退が懸念されます。このような状況を考慮し、平成20年５月14日に
発表いたしました業績予想を下記の通り変更しております。 

  

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) 

(単位：百万円) 

 
  

平成21年３月期の個別業績予想(平成20年４月１日～平成21年３月31日) 

(単位：百万円) 

 
※業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、様々な不確定要素
が内在しております。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 

【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

2. 連結財政状態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

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

円 銭

前回発表予想(A) 27,036 3,640 3,638 1,923 28. 99

今回発表予想(B) 25,954 2,935 2,923 1,513 23. 04

増減額(B-A) △1,081 △705 △715 △409 △5. 95

増減率(％) △4.0 △19.4 △19.7 △21.3 △20.5

(ご参考)前期実績 
(平成20年３月期)

26,805 3,612 3,708 2,000 30. 99

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

円 銭

前回発表予想(A) 19,726 2,513 2,804 1,650 25. 12

今回発表予想(B) 18,290 1,880 2,189 1,299 19. 79

増減額(B-A) △1,435 △633 △614 △350 △5. 33

増減率(％) △7.3 △25.2 △21.9 △21.2 △21.2

(ご参考)前期実績 
(平成20年３月期)

18,664 2,375 2,661 1,614 25. 25
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該当事項はありません。 
なお、上海瀧澤宮野機電有限公司、瀧澤科技投資股份有限公司は重要性が増加したため、第１四半期

連結会計期間より連結の範囲に含めております。 
  

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 
当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率が前連結会計年度末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 
棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積

り、簿価切下げを行う方法によっております。なお、一部の連結子会社については、当第２四半期連結
会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高を基礎とし
て合理的な方法により算定する方法によっております。 

  

③固定資産の減価償却の算定方法 
減価償却の方法として定率法を採用している固定資産については、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繰延税金資産の回収可能性の判断 
一部の連結子会社を除き、繰延税金資産の回収可能性の判断については、前連結会計年度末以降に経

営環境等、かつ、一時差異の発生状況について前連結会計年度末から大幅な変動がないと認められるた
め、同年度末の検討において使用した将来の業績予測及びタックス・プランニングの結果を適用してお
ります。 

  

⑤税金費用の計算 
当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。なお、一部の連結子会社
においては、原則的な方法によっております。 
また、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

①「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会
計基準適用指針第14号)を第１四半期連結会計期間から適用しております。 
 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。 
この変更に伴う損益に与える影響はありません。 

  

③「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)を第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な修
正を行っております。 
この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益が16,844千円、

経常利益が4,426千円、税金等調整前四半期純利益が4,426千円、それぞれ減少しております。 

  

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)

(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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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 3,827,426 2,806,056 

受取手形及び売掛金 8,472,807 9,041,204 

商品及び製品 1,233,410 740,938 

仕掛品 3,306,484 3,192,517 

原材料及び貯蔵品 1,200,258 1,125,778 

その他 1,045,948 1,361,161 

貸倒引当金 △213,812 △230,660 

流動資産合計 18,872,524 18,036,997 

固定資産 

有形固定資産 

土地 3,000,120 2,031,188 

その他（純額） 2,845,045 3,406,417 

有形固定資産合計 5,845,166 5,437,605 

無形固定資産 8,578 34 

投資その他の資産 

その他 737,150 917,098 

貸倒引当金 △25,898 △24,086 

投資その他の資産合計 711,251 893,012 

固定資産合計 6,564,996 6,330,652 

資産合計 25,437,520 24,367,650 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 7,132,005 6,733,095 

短期借入金 786,344 681,264 

未払法人税等 681,677 590,283 

賞与引当金 190,412 185,458 

役員賞与引当金 － 43,000 

その他 1,630,756 1,410,422 

流動負債合計 10,421,196 9,643,526 

固定負債 

長期借入金 400,913 600,883 

退職給付引当金 517,979 511,553 

その他 145,915 202,453 

固定負債合計 1,064,808 1,314,890 

負債合計 11,486,005 10,958,416 
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（単位：千円） 

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) 

純資産の部 

株主資本 

資本金 2,319,024 2,319,024 

資本剰余金 1,568,616 1,568,907 

利益剰余金 8,112,167 7,656,515 

自己株式 △21,307 △20,315 

株主資本合計 11,978,501 11,524,132 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △9,011 △8,905 

為替換算調整勘定 △200,400 △157,408 

土地再評価差額金 － 35,832 

評価・換算差額等合計 △209,412 △130,481 

少数株主持分 2,182,425 2,015,582 

純資産合計 13,951,514 13,409,233 

負債純資産合計 25,437,520 24,367,650 
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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：千円） 

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 13,887,106 

売上原価 10,120,946 

売上総利益 3,766,160 

販売費及び一般管理費 2,224,117 

営業利益 1,542,043 

営業外収益 

受取利息 10,297 

受取配当金 1,752 

仕入割引 30,190 

その他 26,706 

営業外収益合計 68,947 

営業外費用 

支払利息 17,080 

為替差損 56,646 

その他 6,725 

営業外費用合計 80,453 

経常利益 1,530,536 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 17,875 

特別利益合計 17,875 

特別損失 

固定資産除却損 17,923 

投資有価証券評価損 19,928 

特別損失合計 37,852 

税金等調整前四半期純利益 1,510,560 

法人税等 614,662 

少数株主利益 132,490 

四半期純利益 763,407 
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【第２四半期連結会計期間】 

（単位：千円） 

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 7,596,075 

売上原価 5,593,038 

売上総利益 2,003,036 

販売費及び一般管理費 1,170,795 

営業利益 832,241 

営業外収益 

受取利息 8,162 

受取配当金 106 

仕入割引 14,916 

その他 20,451 

営業外収益合計 43,637 

営業外費用 

支払利息 9,868 

為替差損 13,561 

その他 5,336 

営業外費用合計 28,766 

経常利益 847,112 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 1,359 

特別利益合計 1,359 

特別損失 

固定資産除却損 17,923 

投資有価証券評価損 5,425 

特別損失合計 23,348 

税金等調整前四半期純利益 825,123 

法人税等 353,428 

少数株主利益 77,240 

四半期純利益 394,453 
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 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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前中間連結損益計算書 

  

 
  

  

【参考】

前中間連結累計期間
(自 平成19年４月１日 
  至 平成19年９月30日)

区分 金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 12,973,135 100.0

Ⅱ 売上原価 9,220,643 71.1

売上総利益 3,752,492 28.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,103,465 16.2

営業利益 1,649,026 12.7

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 15,389

 ２ 受取配当金 4,140

 ３ 負ののれん償却額 10,733

 ４ 仕入割引 33,106

 ５ 為替差益 30,229

 ６ 持分法による投資利益 5,336

 ７ その他の営業外収益 30,371 129,308 1.0

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 24,045

 ２ 租税公課 4,779

 ３ 株式交付費 12,230

 ４ 社債発行費 8,979

 ５ たな卸資産評価損 31,875

 ６ その他の営業外費用 2,640 84,550 0.7

経常利益 1,693,784 13.0

 税金等調整前中間純利益 1,693,784 13.0

 法人税、住民税及び事業税 627,873

 法人税等調整額 -83,473 544,400 4.2

 少数株主利益 160,641 1.2

中間純利益 988,742 7.6
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