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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 9,653 ― 2,052 ― 2,304 ― 1,245 ―

20年3月期第2四半期 9,127 △1.7 2,072 △11.0 2,246 △11.7 1,339 △10.6

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 12,236.02 ―

20年3月期第2四半期 13,165.87 ―

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 24,825 18,325 71.6 174,738.29
20年3月期 24,416 18,580 73.9 177,224.15

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  17,784百万円 20年3月期  18,037百万円

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 ― 3,400.00 ― 4,600.00 8,000.00
21年3月期 ― 3,100.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 1,900.00 5,000.00

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 17,500 △8.9 2,920 △33.9 3,370 △28.9 2,060 △24.9 20,240.61

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、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．本資料に記載の業績予想は、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、実際の業績は様々な要因により、大きく異なる
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  105,277株 20年3月期  105,277株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  3,501株 20年3月期  3,500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  101,776株 20年3月期第2四半期  101,776株
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【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（平成 20 年 4月 1日から平成 20 年 9月 30 日までの 6ヶ月間）にお
ける当社グループの事業環境は、製造業の設備投資意欲が後退局面を迎え、夏場以降の需要動向
に弱さは見られましたが、総じて底堅く推移いたしました。 
当社グループ製品の主な用途別の需要動向は、産業用ロボット用途、工作機械用途については、
前連結会計年度に引き続き、堅調に推移しました。また、フラットパネルディスプレイ製造装置
用途についても、前連結会計年度の下半期と同等の需要水準が継続いたしました。 
一方、半導体製造装置用途は、前連結会計年度の夏場以降から需要が低迷しており、当第２四
半期連結累計期間においても、依然、デバイスメーカーの設備投資は低調であり、需要回復は認
められませんでした。 
このような需要動向の結果、当第 2四半期連結累計期間の売上高は 96 億 53 百万円（前年同期
比 5.8%増）となりました。 
地域別の売上高は、国内売上高については、前年同期比で 12.8%増加、欧州売上高については、
2.5%増加となりましたが、北米売上高については、半導体製造装置用途の低迷と円高による為替
換算の影響を受け、21.6%減少となりました。 
損益面については、前年同期と比較して、相対的に利益率が低い製品の売上高構成比率が高ま
ったことに加え、前連結会計年度に発生した適格退職年金の運用損（いわゆる数理計算上の不利
差異）の償却を原因とする退職給付費用の増加などの影響により、売上総利益は 41 億 56 百万円
（前年同期比 0.5%減）、営業利益は 20 億 52 百万円（前年同期比 1.0%減）となりました。経常利
益は、ドイツ国の関連会社に係る持分法投資利益の増加により、23億 4百万円（前年同期比 2.6%
増）となりましたが、退任取締役に係る役員退職慰労金の特別加算金を特別損失に計上した影響
などにより、四半期純利益は 12 億 45 百万円（前年同期比 7.1%減）となりました。 
 
 
所在地別セグメントの業績は、以下のとおりです。 
(日本) 

半導体製造装置用途の需要が低迷しましたが、産業用ロボット用途、工作機械用途、フ
ラットパネルディスプレイ製造装置用途の需要が堅調に推移しました。 
この結果、売上高は 83 億 89 百万円（前年同期比 11.6%増）、営業利益は 21 億 86 百万円
（前年同期比 2.0%増）となりました。 

 
(北米) 

北米市場の最大の需要先である半導体製造装置用途が低迷した影響を受け、全般に厳し
い事業環境となりました。また、為替レートが前年同期比で円高となったことも、円換
算の業績に不利な影響を与えました。 
この結果、売上高は 12億 63 百万円（前年同期比 21.6%減）、営業利益は 59 百万円（前年
同期比 50.9%減）となりました。 

 
 

（注） 本項「1. 連結経営成績に関する定性的情報」の文章中における前年同期増減率は、参
考として記載しております。 

 
 
２． 連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末比で 4 億 8 百万円増加し、248 億
25 百万円となりました。これは、現金及び預金の減少（前連結会計年度末比 14 億 54 百万円減）、
受取手形及び売掛金の減少（前連結会計年度末比 4億 46 百万円減）、保有する投資有価証券の時
価が下落したことによる減少（前連結会計年度末比 16 億 80 百万円減）、関係会社株式の追加取得
による増加（前連結会計年度末比 36億 75 百万円増）が主な要因です。  
 負債は、前連結会計年度末比で 6 億 63 百万円増加し、64 億 99 百万円となりました。これは、
支払手形及び買掛金の減少（前連結会計年度末比 1億 83 百万円減）、関係会社株式の追加取得に
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伴う短期借入金の増加（前連結会計年度末比 16 億 99 百万円増）、繰延税金負債の減少（前連結会
計年度末比 6億 8百万円減）、新リース会計基準導入に伴うリース債務計上による増加（前連結会
計年度末比 1億 64 百万円増）が主な要因です。  
 純資産は、前連結会計年度末比で 2億 54 百万円減少の 183 億 25 百万円となり、自己資本比率
は 73.9%から 71.6%になりました。 

 
［キャッシュ・フローの状況］ 
当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて 12
億 14 百万円減少し、37億 69 百万円となりました。 

 
(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務
の減少（1 億 61 百万円の減）、法人税等の支払として 7 億 17 百万円の支出があった一方
で、売上債権の減少（4億 21 百万円の減）、税金等調整前四半期純利益を 21 億 49 百万円
計上したことなどにより、15 億 56 百万円となりました。 

 
(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

当第２四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、39億 80 百
万円の支出となりました。これは、関係会社株式の追加取得による支出が 35 億 80 百万
円、有形固定資産の取得に伴う支出が 5億 75 百万円あった一方で、米国子会社が 3ヶ月
超の定期預金を解約したことによる収入が 2億 10 百万円あったことなどによるものです。 

 
(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の
支払による支出が 4億 68 百万円あった一方で、関係会社株式の追加取得のための資金調
達等に伴う短期借入による収入が 17億 30 百万円あったことなどにより、12 億 10 百万円
の収入となりました。 

 
３． 連結業績予想に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間の業績及び今後の見通しを勘案し、平成 20 年 5 月 15 日に公表いた
しました通期の連結業績予想を修正しました。なお、当該予想数値の修正に係る事項は、本日（平
成 20 年 11 月 14 日）公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

 
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 固定資産の減価償却費の算定方法 

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 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及び一時差異等

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。 
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③ 連結会社相互間の債権債務及び取引の相殺消去 
連結会社相互間の債権と債務の相殺消去 
当該債権の額と債務の額に差異が見られる場合には、合理的な範囲内で当該差異の調整を行

わないで債権と債務を相殺消去しております。 
連結会社相互間の取引の相殺消去 
取引金額に差異がある場合で当該差異の重要性が乏しいときには、親会社の金額に合わせる

方法により相殺消去しております。 
④ 未実現損益の消去 

四半期連結会計期間末在庫高に占める当該棚卸資産の金額及び当該取引に係る損益率を合理的
に見積もって計算しております。 

⑤ 税金費用の計算 
一部の連結子会社は、法人税等の納付税額の算定に関して、当第２四半期連結累計期間を含む連

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。 

 
(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 
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 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 
棚卸資産については、従来、主として移動平均法による原価法によっておりましたが、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」（企業会計基準委員会 平成 18年７月
５日 企業会計基準第９号）が適用されたことに伴い、主として移動平均法による原価法（貸借対
照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 
 この変更に伴う当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

③ リース取引に関する会計基準等の適用 
「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月 17 日 最終改正平成 19

年３月 30日 企業会計基準第 13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計
基準委員会 平成６年１月 18日 最終改正平成 19年３月 30日 企業会計基準適用指針第 16号）
を第１四半期連結会計期間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理
に変更し、リース資産として計上しております。 
 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定
する方法によっております。 
 なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 
 この変更に伴い、当第２四半期連結累計期間のリース資産が有形固定資産に 198,512千円計上さ
れております。 
なお、損益に与える影響は軽微であります。 
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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 4,424,607 5,879,201 
受取手形及び売掛金 5,219,281 5,665,975 
有価証券 30,483 30,418 
商品及び製品 133,564 134,675 
仕掛品 525,726 520,671 
原材料及び貯蔵品 590,532 592,872 
繰延税金資産 253,363 348,034 
その他 179,406 95,893 
貸倒引当金 △6,807 △5,750 

流動資産合計 11,350,157 13,261,992 
固定資産   
有形固定資産 3,995,297 3,689,605 
無形固定資産 119,777 109,606 
投資その他の資産   
投資有価証券 2,811,109 4,491,226 
関係会社株式 5,657,037 1,981,135 
その他 898,006 888,918 
貸倒引当金 △6,000 △6,000 

投資その他の資産合計 9,360,153 7,355,280 

固定資産合計 13,475,228 11,154,492 

資産合計 24,825,386 24,416,485 
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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) 

負債の部   
流動負債   
支払手形及び買掛金 1,836,322 2,019,833 
短期借入金 1,724,900 25,200 
1年内返済予定の長期借入金 28,520 30,803 
未払法人税等 673,346 644,717 
賞与引当金 351,451 518,042 
役員賞与引当金 29,500 108,100 
その他 703,034 781,400 
流動負債合計 5,347,075 4,128,097 

固定負債   
長期借入金 147,793 161,709 
繰延税金負債 430,499 1,039,177 
役員退職慰労引当金 327,474 432,677 
その他の引当金 62,703 52,641 
負ののれん 19,403 22,175 
リース債務 164,919 － 

固定負債合計 1,152,793 1,708,380 

負債合計 6,499,868 5,836,477 
純資産の部   
株主資本   
資本金 1,610,542 1,610,542 
資本剰余金 5,203,709 5,203,709 
利益剰余金 12,880,656 12,103,494 
自己株式 △2,304,619 △2,304,188 

株主資本合計 17,390,288 16,613,558 
評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 173,399 1,171,352 
為替換算調整勘定 220,405 252,360 
評価・換算差額等合計 393,805 1,423,712 

少数株主持分 541,423 542,735 
純資産合計 18,325,518 18,580,007 

負債純資産合計 24,825,386 24,416,485 
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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 9,653,245 
売上原価 5,496,606 
売上総利益 4,156,638 
販売費及び一般管理費 2,104,511 
営業利益 2,052,127 
営業外収益  
受取利息 10,732 
受取配当金 26,816 
負ののれん償却額 2,771 
持分法による投資利益 233,349 
その他 9,107 
営業外収益合計 282,778 

営業外費用  
支払利息 4,027 
補助金費用 17,777 
投資事業組合運用損 2,884 
その他 5,620 
営業外費用合計 30,310 

経常利益 2,304,595 

特別利益  
固定資産売却益 2,112 
特別利益合計 2,112 

特別損失  
固定資産除却損 16,978 
役員退職特別加算金 117,625 
退職特別加算金 22,756 
特別損失合計 157,360 

税金等調整前四半期純利益 2,149,347 
法人税、住民税及び事業税 720,447 
過年度法人税等戻入額 △14,654 
法人税等調整額 166,056 
法人税等合計 871,850 
少数株主利益 32,163 
四半期純利益 1,245,334 
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(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 2,149,347 
のれん償却額 996 
負ののれん償却額 △2,771 
減価償却費 350,050 
貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,408 
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △105,202 
役員賞与引当金の増減額（△は減少） △78,600 
受取利息 △10,732 
受取配当金 △26,816 
支払利息 4,027 
持分法による投資損益（△は益） △233,349 
投資事業組合運用損益（△は益） 2,884 
固定資産売却損益（△は益） △2,112 
固定資産除却損 16,978 
売上債権の増減額（△は増加） 421,866 
たな卸資産の増減額（△は増加） △21,172 
仕入債務の増減額（△は減少） △161,321 
その他 △226,700 

小計 2,078,779 

利息及び配当金の受取額 37,551 
持分法適用会社からの配当金の受取額 161,600 
利息の支払額 △4,027 
法人税等の支払額 △717,653 
法人税等の還付額 530 
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,556,779 

投資活動によるキャッシュ・フロー  
有価証券の取得による支出 △482 
有価証券の売却による収入 482 
有形固定資産の取得による支出 △575,583 
有形固定資産の売却による収入 2,098 
無形固定資産の取得による支出 △28,421 
関係会社株式の取得による支出 △3,580,870 
定期預金の預入による支出 △1,200 
定期預金の払戻による収入 210,265 
敷金及び保証金の差入による支出 △8,140 
敷金及び保証金の回収による収入 1,550 
その他の収入 △88 

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,980,389 
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（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 1,730,000 
短期借入金の返済による支出 △30,300 
長期借入金の返済による支出 △16,199 
リース債務の返済による支出 △4,556 
自己株式の取得による支出 △431 
配当金の支払額 △468,172 

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,210,340 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,406 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,214,675 

現金及び現金同等物の期首残高 4,984,522 
現金及び現金同等物の四半期末残高 3,769,847 
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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。 
 
(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において、当社グループは、製品の種類、性質、製造方法、販売市場等
の類似性から判断して、同種・同系列の精密減速機事業を専ら営んでおり、他の事業セグメントは
ありません。 
    

【所在地別セグメント情報】 
〇当第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) 北米(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 8,389,376 1,263,868 9,653,245 － 9,653,245 

(2) セグメント間の内部売上高 
又は振替高 

432,832 － 432,832 (432,832) － 

計 8,822,209 1,263,868 10,086,077 (432,832) 9,653,245 

営 業 利 益 2,186,163 59,164 2,245,327 (193,200) 2,052,127 

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的接近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）北 米 …… 米 国 
 
【海外売上高】 
〇当第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） 

 欧州 北米 その他 計 

Ⅰ 海外売上高 (千円 ) 711,967 1,263,868 53,747 2,029,583 

Ⅱ 連結売上高 (千円 ) － － － 9,653,245 

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

7.4 13.1 0.6 21.0 

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的接近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）欧 州 …… ドイツ 
（２）北 米 …… 米 国 

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あります。 
 
(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。 
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「参考資料」
 (要約)前年同四半期連結損益計算書

百分比
（％）

Ⅰ 売上高 9,127,962   100.0   

Ⅱ 売上原価 4,951,454   54.2    

売上総利益 4,176,508   45.8    

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,103,941   23.1    

営業利益 2,072,566   22.7    

Ⅳ 営業外収益
1. 受取利息 25,164    
2. 持分法による投資利益 146,502   
3. 研究開発補助金 -         
4. 投資事業組合投資収益 505       
5. 為替差益 -         
6. その他の収入 24,999    197,171     2.2     

Ⅴ 営業外費用
1. 支払利息 4,266     
2. コミットメントライン契約費用 -         
3. 補助金対象研究開発費 9,188     
4. 自己株式取得手数料 -         
5. 投資事業組合投資損失 -         
6. 為替差損 5,411     
7. その他の費用 3,886     22,752      0.3     
経常利益 2,246,984   24.6    

Ⅵ 特別利益
1. 投資有価証券売却益 -         
2. 固定資産売却益 2,200     2,200       0.0

Ⅶ 特別損失
1. 固定資産売却損 -         
2. 固定資産除却損 3,051     
3. 執行役員退職慰労功労加算金 38,920    41,971      0.4
税金等調整前中間（当期）純利益 2,207,214   24.2
法人税、住民税及び事業税 681,834   
過年度法人税等戻入 △40,970  
法人税等調整額 185,705   826,569     9.1     
少数株主利益 40,666      0.4     
中間（当期）純利益 1,339,977   14.7    

金額（千円）区分

(自 平成19年４月１日  

前年同四半期連結累計期間

至 平成19年９月30日)
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