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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 7,648 ― 312 ― 292 ― 173 ―

20年3月期第2四半期 8,091 9.5 546 35.0 541 38.7 343 39.1

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 1,308.35 ―

20年3月期第2四半期 2,593.89 ―

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 13,855 3,077 22.2 23,257.67
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2四半期  3,077百万円 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 ― 0.00 ――― ――― ―――

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 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．上記の業績予想は、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。業績予想に関する事項については、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。 
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。 
３．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2四半期  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2四半期  ―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2四半期  132,325株 20年3月期第2四半期  132,325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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、原材料価格の高騰や、サブプライムローン問題を背景とした米

国経済の後退が欧州やアジア地域の経済にも波及したことから、景気の減速感はさらに強まりました。

　このような経済状況のもとで当社グループは、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」

の市場浸透の拡大が進まなかったことなどから、工作機械展示会への出品や精密加工セミナーの開催など、海外を含

めた拡販活動に努めした。また、原材料価格高騰の影響による売上原価率の上昇に対しては、生産拠点の再構築等の

コスト削減を図りました。

　以上の結果、当２四半期連結累計期間の売上高は、7,648,005千円を達成しました。なお、損益面では、営業利益

312,935千円、経常利益292,010千円、四半期純利益は、173,127千円となりました。

　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、ハイエンドモデル「ＨＳシリーズ」の拡販を図るべく、他社製品との差別化を明確にした

営業活動を実施するとともに、海外拠点の強化を進めました。また、市場拡大を目指したコストパフォーマンスの高

い汎用機種の開発にも注力いたしました。

　これらの結果、当事業の売上高は1,270,759千円となりました。

②サプライ品事業

　当事業におきましては、自動車関連企業を中心とした金属加工機の稼働率の低下に対し、価格面での対応等による

売上の確保を図りました。また、需要が高まっている環境対応型商品への対応として、廃棄対応型からリサイクル対

応の消耗品への変更を行う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2,590,407千円となりました。

③サービス事業

　当事業におきましては、設備投資需要の減少傾向から新規納入機に対する据付検収業務が低調ではありましたが、

その反面、既設設備のメンテナンスサービスは順調に推移し、海外向け部品売上についても好調に推移いたしまし

た。

　これらの結果、当事業の売上高は1,541,604千円となりました。

④精密金型・精密成形事業

　当事業におきましては、景気の後退感から、自動車関連業界を中心としてコネクターの出荷が減少傾向にあること

などから、中国蘇州工場への生産体制のシフトを進めるなどコスト削減を図るとともに、超微細加工領域での研究開

発、金型製作のノウハウの蓄積を活かした営業活動に努めました。

　これらの結果、当事業の売上高は2,245,233千円となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第２四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べて77,038千円増加し、13,855,161千円となりました。これは

主に設備投資による固定資産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112,497千円増加し、

10,777,589千円となりました。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35,459千円減少し、3,077,571千円と

なりました。これは主に配当金の支払いによる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

　平成20年８月８日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。



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

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

れる場合に、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　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。

③　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。

　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。

（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 1,698,713 1,505,754

受取手形及び売掛金 5,688,506 5,839,127

商品 502,814 429,127

製品 238,459 194,735

原材料 593,261 608,108

仕掛品 921,461 1,015,389

その他 360,454 444,990

貸倒引当金 △17,540 △14,524

流動資産合計 9,986,131 10,022,707

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,603,924 1,668,809

その他（純額） 1,858,992 1,701,482

有形固定資産合計 3,462,917 3,370,292

無形固定資産   

のれん 20,959 25,151

その他 98,088 89,384

無形固定資産合計 119,047 114,535

投資その他の資産   

その他 311,119 289,780

貸倒引当金 △24,054 △19,192

投資その他の資産合計 287,064 270,587

固定資産合計 3,869,029 3,755,415

資産合計 13,855,161 13,778,122

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,731,853 2,932,094

短期借入金 4,524,080 4,299,000

未払法人税等 121,298 323,328

賞与引当金 164,553 186,820

その他の引当金 67,663 70,145

その他 1,268,562 1,174,998

流動負債合計 8,878,011 8,986,387

固定負債   

社債 650,000 800,000

長期借入金 1,005,700 666,082

引当金 220,616 191,677

負ののれん 9,129 13,694

その他 14,132 7,250

固定負債合計 1,899,578 1,678,704



（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) 

負債合計 10,777,589 10,665,091

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 2,133,431 2,159,029

株主資本合計 2,941,131 2,966,729

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 136,439 146,301

評価・換算差額等合計 136,439 146,301

純資産合計 3,077,571 3,113,030

負債純資産合計 13,855,161 13,778,122



（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 7,648,005

売上原価 6,010,822

売上総利益 1,637,183

販売費及び一般管理費  

給料 332,281

賞与引当金繰入額 54,493

役員賞与引当金繰入額 24,000

退職給付費用 28,780

役員退職慰労引当金繰入額 11,964

貸倒引当金繰入額 7,925

その他 864,801

販売費及び一般管理費合計 1,324,248

営業利益 312,935

営業外収益  

受取利息 652

負ののれん償却額 4,564

為替差益 8,375

その他 25,280

営業外収益合計 38,873

営業外費用  

支払利息 53,029

その他 6,768

営業外費用合計 59,798

経常利益 292,010

特別利益  

固定資産売却益 1,989

賞与引当金戻入額 3,619

その他 2,078

特別利益合計 7,688

特別損失  

固定資産除却損 1,198

特別損失合計 1,198

税金等調整前四半期純利益 298,499

法人税等 125,372

四半期純利益 173,127



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（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) 

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 298,499

減価償却費 162,640

のれん償却額 4,191

負ののれん償却額 △4,564

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7,925

製品保証引当金の増減額（△は減少） △1,078

賞与引当金の増減額（△は減少） △22,267

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 24,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 16,974

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 11,964

その他の引当金の増減額（△は減少） △25,403

受取利息及び受取配当金 △652

支払利息 53,029

有形固定資産売却損益（△は益） △1,989

有形固定資産除却損 1,198

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） 147,799

たな卸資産の増減額（△は増加） △21,264

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） △193,580

未払費用の増減額（△は減少） 7,576

その他 15,482

小計 556,986

利息及び配当金の受取額 652

利息の支払額 △55,652

法人税等の支払額 △307,805

営業活動によるキャッシュ・フロー 194,181

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 △259,310

有形固定資産の売却による収入 13,815

無形固定資産の取得による支出 △21,028

ゴルフ会員権の売却による収入 2,000

その他 6,959

投資活動によるキャッシュ・フロー △257,563



（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) 

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 2,380,530

短期借入金の返済による支出 △2,155,000

長期借入れによる収入 620,000

長期借入金の返済による支出 △239,629

社債の償還による支出 △150,000

配当金の支払額 △198,487

財務活動によるキャッシュ・フロー 257,413

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,072

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 192,958

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 1,698,713



　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）

 

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 1,270,759 2,590,407 1,541,604 2,245,233 7,648,005 － 7,648,005

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
36,264 29,998 22,557 － 88,821 △88,821 －

計 1,307,024 2,620,406 1,564,162 2,245,233 7,736,826 △88,821 7,648,005

営業利益又は営業損失（△） △20,448 281,727 391,839 △14,250 638,868 △325,933 312,935

　（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

〔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

（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 6,909,209 738,796 7,648,005 － 7,648,005

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
79,010 285,673 364,684 △364,684 －

計 6,988,219 1,024,469 8,012,689 △364,684 7,648,005

営業利益又は営業損失（△） 661,853 △23,189 638,664 △325,729 312,935

　（注）国の区分は地理的近接度により区分しております。



〔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）

 北・南米 欧州
アジア・
オセアニア

計

Ⅰ　海外売上高（千円） 530,106 307,291 1,122,144 1,959,543

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － 7,648,005

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の

割合（％）
6.9 4.0 14.7 25.6

　（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」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）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（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  8,091,348 100.0

Ⅱ　売上原価  6,100,373 75.4

売上総利益  1,990,974 24.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費    

１．給与手当 307,202   

２．賞与引当金繰入額 50,878   

３．役員賞与引当金繰入額 24,000   

４．退職給付費用 23,579   

５．役員退職慰労引当金繰入額 10,634   

６．荷造運賃 161,457   

７．のれん償却額 4,191   

８．研究開発費 180,922   

９．その他 681,249 1,444,116 17.8

営業利益  546,858 6.8

Ⅳ　営業外収益    

１．受取利息 846   

２．負ののれん償却額 4,564   

３. 受取手数料 28,170   

４．賃貸料収入 6,562   

５．その他 12,177 52,321 0.6

Ⅴ　営業外費用    

１．支払利息 46,526   

２．為替差損 2,543   

３．その他 8,315 57,385 0.7

経常利益  541,794 6.7

Ⅵ　特別利益    

１．貸倒引当金戻入益 6,961   

２．関係会社株式売却益 17,100   

３．事業譲渡益 37,703   

４．前期損益修正益 21,122 82,887 1.0

    

Ⅶ　特別損失    

１．過年度製品保証引当金繰入額 26,278   

２．過年度品質保証引当金繰入額 5,162   

３．前期損益修正損 15,318 46,759 0.6

税金等調整前中間純利益  577,921 7.1

法人税、住民税及び事業税 249,747   

法人税等調整額 △15,062 234,685 2.9

少数株主利益  － －

中間純利益  343,236 4.2

    



（２）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（千円）

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 577,921

のれん償却額 4,191

負ののれん償却額 △4,564

減価償却費 149,468

貸倒引当金の減少額 △10,921

品質保証引当金の増加額 5,542

製品保証引当金の増加額　 34,060

賞与引当金の増加額　 1,133

役員賞与引当金の減少額 △18,500

退職給付引当金の増加額 6,585

役員退職慰労引当金の増加額 7,804

受取利息及び受取配当金 △846

関係会社株式売却益 △17,100

支払利息 46,526

事業譲渡益 △37,703

売上債権の増加額 △621,891

たな卸資産の増加額 △255,318

仕入債務の増加額　 75,117

未払金の減少額　 △102,391

その他 △156,416

小計 △317,301

利息及び配当金の受取額　 846

利息の支払額　 △47,924

法人税等の支払額　 △260,028

営業活動によるキャッシュ・フロー △624,408

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 △475,156

無形固定資産の取得による支出 △8,450

その他投資の取得による支出　 △5,800

関係会社株式の売却による収入 17,100

敷金保証金の差入による支出 △3,883

その他　 △222

投資活動によるキャッシュ・フロー △476,412



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（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 2,195,000

短期借入金の返済による支出　 △903,510

長期借入金の返済による支出　 △156,899

社債償還による支出　 △150,000

配当金の支払額　 △158,790

財務活動によるキャッシュ・フロー 825,800

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 27,535

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少額 △247,485

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中間期末残高 1,360,296



（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

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）

 

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 1,439,100 2,751,090 1,496,807 2,404,348 8,091,348 － 8,091,348

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
52,884 34,823 19,154 － 106,862 △106,862 －

計 1,491,985 2,785,914 1,515,962 2,404,348 8,198,210 △106,862 8,091,348

営業費用 1,432,695 2,428,497 1,202,154 2,285,377 7,348,725 195,764 7,544,489

営業利益 59,289 357,416 313,807 118,970 849,484 △302,626 546,858

　（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

３．消去又は全社の項目に含めた営業費用302,626千円は、当社の管理部門に係る費用です。

４．会計処理の変更

（売上計上基準）

　「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当中間連結会計期間より、

国内における機械本機の売上計上基準を従来の出荷基準から検収基準に変更しております。この変更に伴い、

従来の方法によった場合に比較して、精密工作機械関連事業において売上高は75,000千円、営業利益は18,690

千円減少しております。

（有形固定資産の減価償却方法）

「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当中間連結会計期間より、法人

税法の改正に伴い、平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価

償却の方法に変更しております。

  これによる各セグメントへの影響は軽微であります。

（製品保証引当金）

　「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、製品の無償保証期間の修理費用

は、当中間連結会計期間より過去の売上高に対する支出割合に基づき、製品保証引当金として計上する方法に

変更しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比較して、精密機械関連事業において営業利

益は7,782千円減少しております。

（品質保証引当金）

　「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、有償修理後に発生する品質保証

費用は、当中間連結会計期間より過去の実績を基礎にして、品質保証引当金として計上する方法に変更してお

ります。これによるサービス事業への影響は軽微であります。

５．事業区分の変更

　当中間連結会計期間より従来の「サプライ品及びサービス事業」を「サプライ品事業」と「サービス事業」

に区分しております。

　この変更は、従来の相互関連性を勘案した区分から、機器等の販売を主たる事業とするサプライ品事業と、

修理等の役務提供を主たる事業とするサービス事業を区分することにより、当社グループの事業内容をより明

瞭に表示するために行ったものであります。



〔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

（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 7,245,912 845,435 8,091,348 ― 8,091,348

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
70,608 189,523 260,131 △260,131 ―

計 7,316,520 1,034,959 8,351,479 △260,131 8,091,348

営業費用 6,468,103 1,034,384 7,502,487 42,002 7,544,489

営業利益 848,416 574 848,991 △302,133 546,858

　（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302,626千円は、当社の管理部門に係る費用であります。

３．会計処理の変更

（売上計上基準）

　「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当中間連結会計期間より、

国内における機械本機の売上計上基準を従来の出荷基準から検収基準に変更しております。この変更に伴い、

従来の方法によった場合に比較して、日本において売上高は75,000千円、営業利益は18,690千円減少しており

ます。

（有形固定資産の減価償却方法）

　「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当中間連結会計期間より、法人

税法の改正に伴い、平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価

償却の方法に変更しております。

　これによる日本への影響額は軽微であります。

（製品保証引当金）

　「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、製品の無償保証期間の修理費用

は、当中間連結会計期間より過去の売上高に対する支出割合に基づき、製品保証引当金として計上する方法に

変更しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比較して、日本において営業利益は7,782千

円減少しております。

（品質保証引当金）

　「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、有償修理後に発生する品質保証

費用は、当中間連結会計期間より過去の実績を基礎にして、品質保証引当金として計上する方法に変更してお

ります。

　これによる日本への影響額は軽微であります。

〔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）

 北・南米 欧州
アジア・
オセアニア

計

Ⅰ　海外売上高（千円） 184,343 402,346 1,277,720 1,864,411

Ⅱ　連結売上高（千円） ― ― ― 8,091,348

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の

割合（％）
2.3 4.9 15.8 23.0

 

　（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
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