
平成21年3月期 第2四半期決算短信 

平成20年11月5日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 オークマ株式会社 上場取引所 東 名 

コード番号 6103 URL http://www.okuma.co.jp
代表者 （役職名） 取締役社長 （氏名） 花木 義麿

問合せ先責任者 （役職名）
取締役管理本部副本部長      
兼経理部長

（氏名） 冨田 俊雄 TEL 0587-95-7822

四半期報告書提出予定日 平成20年11月13日 配当支払開始予定日 平成20年11月26日

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 102,660 ― 12,288 ― 12,489 ― 5,464 ―

20年3月期第2四半期 99,759 12.6 13,618 15.7 12,890 17.1 8,147 18.6

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 32.84 ―

20年3月期第2四半期 48.38 ―

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 203,285 114,180 55.0 672.32
20年3月期 200,870 110,233 53.8 649.65

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  111,842百万円 20年3月期  108,082百万円

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 ― 6.00 ― 11.00 17.00
21年3月期 ― 9.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 9.00 18.00

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  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

通期 188,000 △12.1 16,500 △45.5 16,000 △44.4 7,500 △58.3 45.08

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、３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、３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 
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。 
業績予想につきましては、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、実際の業績は今後様々な不確定要因によって予想数値と異なる場合があ
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  168,775,770株 20年3月期  168,775,770株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  2,423,661株 20年3月期  2,404,047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  166,359,845株 20年3月期第2四半期  168,409,593株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、原油・原材料価格の高騰を主要因とする企業収益
の落ち込み、及び物価上昇に伴う実質個人所得の減少からくる個人消費の低迷等により、景気は一段と減
速感を強めました。さらに、第２四半期末にはサブプライムローン問題に端を発した米国発の金融危機が
世界中に波及し、実体経済への影響が大きく出てまいりました。 
 工作機械業界におきましても、高水準に推移してきました受注額が、内需の減退に加え、外需も欧州地
域の景気減速等により対前年比マイナスになるなど、工作機械市場は下降局面に入ったと思われます。 
 このような状況の中で、当企業グループは、新商品開発、グローバル販売体制強化、高効率生産体制の
構築などの諸施策により、収益力の強化、企業基盤の強化に努めてまいりました。 
 新商品開発におきましては、グローバル新商品開発プロジェクトを推進し、世界的に需要が拡大してい
る重厚長大産業を中心とした市場に向けて、新製品・新技術を開発し、早期市場投入に努めてまいりまし
た。また、欧州を中心として需要が強い複合加工機の市場に投入した、インテリジェント複合加工機
「MULTUS B200」が、コンパクト性、精度安定性に評価をいただき、2008年の日刊工業新聞社機械工業デ
ザイン賞を受賞いたしました。 
 グローバル販売体制の強化におきましては、５月に情報発信型ショールームとして、グローバルＣＳセ
ンターを新設し、国内外のお客様に対し、当社のオンリーワン製品のアピール、加工技術の提案を行って
まいりました。また、中国の北京、重慶に販売・サービス拠点を新設し、販売・サービス体制の強化を進
めてまいりました。 
 生産面では、可児第４工場、第５工場において当企業グループの強みの一つである門形マシニングセン
タの一貫生産化を完了させ、生産性の向上と大幅な納期短縮の実現に努めてまいりました。また、５月に
は本社工場に新しく物流センターを建設し、これを基点とした、協力会社を含めたサプライチェーンの
適化を進めております。さらに、新鋭の無人化・省力化加工設備の導入を積極的に進め、生産効率の向上
に取り組んでおります。  
 以上の結果、当第２四半期連結累計期間における連結受注高は986億１千８百万円、連結売上高は1,026
億６千万円、営業利益は122億８千８百万円、経常利益は124億８千９百万円、そして四半期純利益は54億
６千４百万円となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比較して24億１千５百万円増加
し、2,032億８千５百万円となりました。主な要因は、「たな卸資産」の増加57億４千８百万円、「有形
固定資産」の増加19億４千５百万円、及び「受取手形及び売掛金」の減少32億５千５百万円、「投資有価
証券」の減少16億円８千６百万円、「現金及び預金」の減少15億８百万円によるものであります。また、
負債は前連結会計年度末と比較して、15億３千１百万円減少いたしました。主な要因は、「短期借入
金」、「1年内返済予定の長期借入金」及び「長期借入金」を合わせた有利子負債の減少９億４千８百万
円、及び「支払手形及び買掛金」の減少９億２百万円によるものであります。純資産は、「利益剰余金」
の増加37億８百万円、「その他有価証券評価差額金」の増加５億２千６百万円、「為替換算調整勘定」の
減少４億５千６百万円等により、39億４千６百万円の増加となりました。この結果、当第２四半期連結会
計期間末の自己資本比率は55.0％となりました。 
  
(連結キャッシュ・フローの状況に関する定性的情報) 

 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して15億１千１
百万円減少し、259億４千５百万円となりました。営業活動によって得られたキャッシュ・フローは97億
１千５百万円の増加となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益99億７千５百万円、減価償却
費35億９千８百万円、投資有価証券評価損25億１千４百万円、売上債権の減少30億３千３百万円、たな卸
資産の増加62億３千３百万円、及び法人税等の支払額36億４千４百万円によるものであります。投資活動
によって得られたキャッシュ・フローは、57億１千６百万円の減少となりました。主な要因は、有形固定
資産の取得による支出42億２千５百万円、無形固定資産の取得による支出13億３千５百万円であります。
財務活動によって得られたキャッシュ・フローは、28億３千２百万円の減少となりました。主な要因は、
長期借入れによる収入40億円、長期借入金の返済による支出51億２百万円、配当金の支払額18億３千１百
万円によるものであります。 
  

今後の経済環境の見通しにつきましては、米国における金融危機の世界的波及、急激かつ大幅な円高、
原材料価格の高止まりなどにより、企業収益、設備投資、個人消費等が一段と落ち込むことが懸念される
状況であります。 
 工作機械は、中長期的には成長産業でありますが、現在は世界的に下降局面に入っております。一般景
気の停滞、企業収益の悪化、投資マインドの低下を背景とした、工作機械需要の減少はしばらく続くもの
と予想されます。また、急激に進んだ円高、鋳物・鋼材を中心とした原材料価格の高止まりの懸念を踏ま
えると、外部環境の悪化が今後の業績に与える影響は、大きいものと予想されます。 

【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
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このような状況の中で、当企業グループは経営の基本方針として、グローバル市場に貢献する“ 高の
ものづくりサービス”の提供、自己完結一貫生産体制による高効率スピード生産の追求を掲げ、グループ
全部門において具体的施策を迅速に実行することにより収益力を強化し、外部環境の悪化への対応を強力
に進めてまいります。 
 以上により、平成20年５月８日に公表いたしました平成21年３月期の通期業績予想を平成20年11月４日
付にて修正いたしております。通期の連結及び個別決算の業績予想につきましては、下表のとおりであり
ます。 
  
通期連結業績予想 

   
通期個別業績予想 

 
  

  

該当事項はありません。 
  

１ 簡便な会計処理 
① 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。 

② 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 
繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一

時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将
来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

２ 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 
① 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、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 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 平成19年３月14
日)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 平成19年３
月14日)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 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)を適用し、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。 
 これにより、当第２四半期連結累計期間の売上総利益、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142百万円減少しております。 
 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

  
③ 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。 
 これによる損益及びセグメント情報に与える影響は軽微であります。 

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

（億円） （億円） （億円） （億円） （円）

平成21年３月期（予想） 1,880 165 160 75 45.08

平成20年３月期（実績） 2,138 302 287 179 106.93

増減率 △12.1％ △45.5％ △44.4％ △58.3％ △57.8％

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

（億円） （億円） （億円） （億円） （円）

平成21年３月期（予想） 1,600 93 93 39 23.42

平成20年３月期（実績） 1,806 190 173 106 63.53

増減率 △11.4％ △51.3％ △46.5％ △63.5％ △63.1％

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：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 26,334 27,842 

受取手形及び売掛金 51,890 55,146 

有価証券 4 4 

たな卸資産 51,946 46,197 

その他 9,870 9,157 

貸倒引当金 △715 △783 

流動資産合計 139,330 137,565 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 18,745 16,591 

その他（純額） 21,926 22,135 

有形固定資産合計 40,671 38,726 

無形固定資産 3,512 3,163 

投資その他の資産 

投資有価証券 16,109 17,796 

その他 3,685 3,641 

貸倒引当金 △25 △23 

投資その他の資産合計 19,770 21,414 

固定資産合計 63,954 63,304 

資産合計 203,285 200,870 
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（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) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 40,798 41,701 

短期借入金 310 156 

1年内返済予定の長期借入金 7,004 8,204 

未払法人税等 5,708 5,234 

賞与引当金 2,571 2,845 

役員賞与引当金 67 126 

その他の引当金 642 683 

その他 10,767 9,980 

流動負債合計 67,871 68,931 

固定負債 

長期借入金 17,357 17,259 

退職給付引当金 863 801 

その他の引当金 66 65 

負ののれん 1,295 1,544 

その他 1,650 2,034 

固定負債合計 21,233 21,704 

負債合計 89,105 90,636 

純資産の部 

株主資本 

資本金 18,000 18,000 

資本剰余金 41,682 41,683 

利益剰余金 55,838 52,130 

自己株式 △2,222 △2,203 

株主資本合計 113,299 109,610 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 678 151 

為替換算調整勘定 △2,135 △1,679 

評価・換算差額等合計 △1,456 △1,527 

少数株主持分 2,338 2,150 

純資産合計 114,180 110,233 

負債純資産合計 203,285 200,870 
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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 102,660 

売上原価 71,408 

売上総利益 31,252 

販売費及び一般管理費 18,963 

営業利益 12,288 

営業外収益 

受取利息 211 

受取配当金 321 

負ののれん償却額 256 

持分法による投資利益 16 

その他 398 

営業外収益合計 1,205 

営業外費用 

支払利息 296 

為替差損 337 

その他 370 

営業外費用合計 1,004 

経常利益 12,489 

特別損失 

投資有価証券評価損 2,514 

特別損失合計 2,514 

税金等調整前四半期純利益 9,975 

法人税等 4,246 

少数株主利益 264 

四半期純利益 5,464 

－ 6 －



(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 9,975 

減価償却費 3,598 

負ののれん償却額 △256 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △25 

賞与引当金の増減額（△は減少） △283 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △59 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △167 

受取利息及び受取配当金 △533 

支払利息 296 

為替差損益（△は益） 1,152 

持分法による投資損益（△は益） △16 

投資有価証券評価損益（△は益） 2,514 

固定資産売却損益（△は益） △3 

固定資産廃棄損 28 

売上債権の増減額（△は増加） 3,033 

たな卸資産の増減額（△は増加） △6,233 

仕入債務の増減額（△は減少） △151 

その他 376 

小計 13,242 

利息及び配当金の受取額 416 

利息の支払額 △299 

法人税等の支払額 △3,644 

営業活動によるキャッシュ・フロー 9,715 

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 △4,225 

有形固定資産の売却による収入 17 

無形固定資産の取得による支出 △1,335 

投資有価証券の取得による支出 △8 

その他 △164 

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,716 

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） 149 

長期借入れによる収入 4,000 

長期借入金の返済による支出 △5,102 

リース債務の返済による支出 △26 

自己株式の売却による収入 6 

自己株式の取得による支出 △26 

少数株主への配当金の支払額 △1 

配当金の支払額 △1,831 

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,832 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,677 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,511 

現金及び現金同等物の期首残高 27,456 

現金及び現金同等物の四半期末残高 25,945 

－ 7 －



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。 

  

当グループの事業は、一般機械の製造・販売業という単一セグメントでありますので、事業の種類
別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

  

   
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 米州……アメリカ 

(2) 欧州……ドイツ 

(3) アジア・パシフィック……中国、台湾、オーストラリア 

３ 【定性的情報・財務諸表等】の「4. その他」の「(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」に記載のとおり、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)を適用し、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。これにより、従来と同様の方法によった場合と比較して、当

第２四半期連結累計期間の「日本」の営業利益が142百万円減少しております。 

  

  

   
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) 米州……アメリカ、ブラジル、カナダ 

(2) 欧州……ドイツ、イタリア、スウェーデン、ロシア 

(3) アジア・パシフィック……中国、オーストラリア、インド 

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す。 

  

該当事項はありません。 

(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】

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)

日本 
(百万円)

米州
(百万円)

欧州
(百万円)

アジア・パ
シフィック
（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

59,114 19,561 19,414 4,569 102,660 ― 102,660

(2) セグメント間の
内部売上高又は
振替高

35,557 80 111 2,302 38,052 (38,052) ―

計 94,672 19,642 19,526 6,871 140,713 (38,052) 102,660

 営業利益 8,401 1,237 2,059 729 12,428 (   139) 12,288

【海外売上高】

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)

米州 欧州
アジア・

パシフィック
計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 19,804 19,723 17,557 57,084

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― 102,660

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

19.3 19.2 17.1 55.6

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

－ 8 －



前中間連結損益計算書 

 
  

「参考資料」

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 99,759 100.0

Ⅱ 売上原価 68,211 68.4

   売上総利益 31,548 31.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 17,929 17.9

   営業利益 13,618 13.7

Ⅳ 営業外収益

   受取利息 164

   受取配当金 218

   負ののれん償却額 233

   持分法による投資利益 51

   その他 270 939 0.9

Ⅴ 営業外費用

   支払利息 371

   為替差損 566

   たな卸資産評価損 200

   その他 529 1,668 1.7

   経常利益 12,890 12.9

   税金等調整前中間純利益 12,890 12.9

   法人税、住民税及び事業税 4,898

   法人税等調整額 △357 4,541 4.5

   少数株主利益 201 0.2

   中間純利益 8,147 8.2

－ 9 －



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

  税金等調整前中間純利益 12,890

  減価償却費 2,910

  負ののれん償却額 △233

  貸倒引当金の増減額 △68

  賞与引当金の増減額 110

  役員賞与引当金の増減額 △42

  退職給付引当金の増減額 194

  受取利息及び受取配当金 △382

  支払利息 371

  為替差損 448

  持分法による投資利益 △51

  固定資産売却損益 △12

  固定資産廃棄損 64

  売上債権の増減額 2,899

  たな卸資産の増減額 △5,927

  仕入債務の増減額 1,108

  その他の増減額 116

小計 14,394

  利息及び配当金の受取額 274

  利息の支払額 △374

  法人税等の支払額 △6,850

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,443

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 △4,218

  有形固定資産の売却による収入 57

  無形固定資産の取得による支出 △1,059

  投資有価証券の取得による支出 △4,305

  その他の増減額 △175

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,702

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

  短期借入金増減額 △129

  長期借入金の借入による収入 4,000

  長期借入金の返済による支出 △4,816

   自己株式の売却による収入 2

   自己株式の取得による支出 △108

  少数株主への配当金の支払額 △1

配当金の支払額 △1,685

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,739

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △550

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △5,549

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 35,758

Ⅶ 非連結子会社の吸収合併に伴う
現金及び現金同等物の増加額

89

Ⅷ 現金及び現金同等物の中間期末残高 30,298
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セグメント情報 

当グループの事業は、一般機械の製造・販売業という単一セグメントでありますので、事業の種類
別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

  

   
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 米州……アメリカ 

(2) 欧州……ドイツ 

(3) アジア・パシフィック……中国、台湾、オーストラリア 

  

  

   
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) 米州……アメリカ、メキシコ 

(2) 欧州……ドイツ、イタリア、スウェーデン、ノルウェー、イギリス、デンマーク 

(3) アジア・パシフィック……中国、タイ、韓国、インド、オーストラリア、台湾 

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す。 

  

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

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)

日本 
(百万円)

米州
(百万円)

欧州
(百万円)

アジア・パ
シフィック
（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

60,080 17,523 18,395 3,759 99,759 ― 99,759

(2) セグメント間の
内部売上高又は
振替高

32,329 103 107 2,358 34,899 (34,899) ―

計 92,410 17,626 18,503 6,117 134,658 (34,899) 99,759

営業費用 81,549 16,362 16,622 5,543 120,077 (33,937) 86,140

営業利益 10,860 1,264 1,881 574 14,581 (   962) 13,618

【海外売上高】

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)

米州 欧州
アジア・

パシフィック
計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 20,153 18,447 13,735 52,336

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― 99,759

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

20.2 18.5 13.8 52.5

－ 11 －



製品別受注及び販売の状況 

   
(注) 受注高、受注残高には消費税等は含まれておりません。 

  

   
(注) 売上高には消費税等は含まれておりません。 

  

6. その他の情報

(1) 受注状況

(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)

受注高 受注残高 受注高 受注残高

ＮＣ旋盤 28,126 18,601 25,092 15,553

マシニングセンタ 50,243 42,339 49,122 37,061

複合加工機 25,052 14,521 20,549 10,109

ＮＣ研削盤 2,104 1,556 2,502 1,630

その他 1,156 332 1,351 263

合計 106,682 77,351 98,618 64,617

(2) 販売実績

(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)

売上高 構成比(％) 売上高 構成比(％)

ＮＣ旋盤 24,929 25.0 25,932 25.3

マシニングセンタ 51,381 51.5 49,749 48.5

複合加工機 20,407 20.4 23,692 23.1

ＮＣ研削盤 1,960 2.0 2,002 1.9

その他 1,079 1.1 1,283 1.2

合計 99,759 100.0 102,660 100.0
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