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1.  平成21年3月期第3四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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3四半期 5,341 ― 809 ― 794 ― 451 ―
20年3月期第3四半期 4,556 ― 539 ― 488 ― 285 ―

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3四半期 151.88 ―
20年3月期第3四半期 114.29 ―

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3四半期 3,838 2,615 68.0 878.04
20年3月期 3,672 2,210 60.2 742.25

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  2,611百万円 20年3月期  2,210百万円

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 ― 0.00 ― 15.00 15.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 15.00 15.00

3.  平成21年3月期の業績予想（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）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 7,500 15.9 1,050 32.5 1,030 40.2 600 39.5 201.46

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(2) 四半期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。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  2,978,200株 20年3月期  2,978,200株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  4,476株 20年3月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第3四半期  2,975,586株 20年3月期第3四半期  2,501,178株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
 本資料に記載されている業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業況の変
化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
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当社を取り巻く経営環境は、国内外の実体経済の悪化による設備投資意欲の減退により、一段と厳しさ
を増してまいりました。 
こうした中で、当社の受注及び引合状況は、自動車関連をはじめとした小型機械に対する新規受注は大

きく減少しており、これまで堅調に推移していたエネルギー関連・航空機・建設機械メーカー向けの大型
機械に対する需要動向についても減速傾向が顕著となってまいりました。 
このような状況下におきましても、当社は顧客のニーズに合った製品開発と生産効率の向上につながる

提案に努め、既存取引先の需要発掘及び国内外の新規顧客の開拓・販路拡大に努めてまいりました。ま
た、先日開催された国内最大規模の工作機械見本市であるJIMTOF2008へ新製品を２機種出展する等、積極
的な営業展開を図ってまいりました。 
この結果、当第３四半期累計期間の受注高は4,729,440千円、売上高は5,341,683千円、営業利益

809,829千円、経常利益794,910千円、四半期純利益451,938千円となりました。  
 当第３四半期の営業状況の概要は以下のとおりであります。  
  
［受注］  

 受注高につきましては、厳しい受注環境下におきましても顧客ニーズに基づく提案型営業に注力し、業
績の拡大に努めてまいりました結果、4,729,440千円となりました。うち当社主力機種である立形研削盤
は3,745,519千円、横形研削盤は496,001千円、その他専用研削盤は487,918千円となりました。  
［売上］  

 売上高につきましては、主力の立形研削盤ＮＶＧシリーズをはじめ、新機種の立形研削盤ＮＶＧＨシリ
ーズが売上に寄与し、5,341,683千円となりました。品目別に示すと、立形研削盤は4,047,352千円、横形
研削盤は628,603千円、その他専用研削盤は665,727千円となっております。  

  

  

（1）資産、負債及び純資産の状況 

（流動資産） 

当第３四半期末の流動資産は前事業年度末に比べて99,152千円増加し、3,199,314千円となりました。
これは主に、現金及び預金が372,465千円、製品が125,905千円、原材料が6,704千円、仕掛品が256,182千
円増加したこと、売掛金が737,101千円減少したことによるものです。  

（固定資産） 

当第３四半期末の固定資産は前事業年度末に比べて66,571千円増加し、639,401千円となりました。こ
れは主に、有形固定資産が39,960千円、無形固定資産が27,211千円増加したことによるものです。 

（流動負債） 

当第３四半期末の流動負債は前事業年度末に比べて244,279千円減少し、1,218,146千円となりました。
これは主に、短期借入金が198,000千円、未払法人税等が54,496千円減少したこと、買掛金が11,636千
円、製品保証引当金が8,420千円増加したことによるものです。 

（固定負債） 

当第３四半期末の固定負債は前事業年度末に比べて4,704千円増加し、4,704千円となりました。 

（純資産） 

当第３四半期末の純資産は前事業年度末に比べて405,299千円増加し、2,615,865千円となりました。こ
れは、利益剰余金が407,265千円、新株予約権が4,811千円増加したこと、自己株式の取得により6,777千
円減少したことによるものです。 

  

定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報
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（2）キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末に比べて

370,965千円増加し、670,802千円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果、資金は706,432千円の増加となりました。これは、主に税引前四半期純利益797,416千

円の計上、減価償却費46,399千円、製品保証引当金の増加8,420千円、売上債権の減少737,101千円、仕入

債務の増加11,636千円、未払費用の増加12,436千円による資金増加要因と、たな卸資産の増加425,538千

円、未払消費税等の減少24,166千円、未払金の減少11,806千円、法人税等の支払389,411千円の資金減少

要因によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果、資金は85,687千円の減少となりました。これは、主に定期積金の増加1,500千円、有

形固定資産の取得42,813千円、無形固定資産の取得40,806千円の資金減少要因によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果、資金は249,779千円の減少となりました。これは、主に借入金の返済198,000千円、自

己株式の取得6,777千円、配当金の支払44,288千円の資金減少要因によるものです。 

  

  

（当期の見通し） 
 平成21年３月期通期の業績予想につきましては、前回（平成20年10月27日発表「平成21年３月期第２四
半期決算短信（非連結）」に記載しております。）の業績予想から変更ありません。 

  

該当事項はありません。 
  

① 当事業年度より「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
期財務諸表等規則」に従い四半期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」（企業会計基準第９号）を第１四半期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。 
 当該変更に伴い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」（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ております。 
 当該変更に伴い損益に与える影響は、軽微であります。 

  

  

3. 業績予想に関する定性的情報

4. その他
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(2) 四半期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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5.四半期財務諸表 
(1)四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 740,302 367,836

売掛金 957,162 1,694,264

製品 161,918 36,013

原材料 310,147 303,442

仕掛品 829,052 572,869

その他 202,742 130,309

貸倒引当金 △2,010 △4,574

流動資産合計 3,199,314 3,100,162

固定資産   

有形固定資産   

土地 357,617 355,287

その他（純額） 205,148 167,518

有形固定資産合計 562,766 522,806

無形固定資産 44,376 17,165

投資その他の資産 32,259 32,859

固定資産合計 639,401 572,830

資産合計 3,838,716 3,672,993

負債の部   

流動負債   

買掛金 262,122 250,485

短期借入金 498,000 696,000

未払法人税等 170,709 225,205

製品保証引当金 112,640 104,220

その他 174,674 186,515

流動負債合計 1,218,146 1,462,426

固定負債   

その他 4,704 －

固定負債合計 4,704 －

負債合計 1,222,851 1,462,426

純資産の部   

株主資本   

資本金 700,328 700,328

資本剰余金 637,828 637,828

利益剰余金 1,279,675 872,410

自己株式 △6,777 －

株主資本合計 2,611,054 2,210,566

新株予約権 4,811 －

純資産合計 2,615,865 2,210,566

負債純資産合計 3,838,716 3,672,993
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(2)四半期損益計算書 
 第３四半期累計期間 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成20年12月31日) 

売上高 5,341,683

売上原価 3,822,485

売上総利益 1,519,197

販売費及び一般管理費 709,367

営業利益 809,829

営業外収益  

受取利息 708

助成金収入 2,472

受取手数料 1,313

その他 1,132

営業外収益合計 5,628

営業外費用  

支払利息 6,488

売上割引 3,005

支払手数料 7,395

その他 3,657

営業外費用合計 20,548

経常利益 794,910

特別利益  

貸倒引当金戻入額 2,564

特別利益合計 2,564

特別損失  

リース解約損 57

特別損失合計 57

税引前四半期純利益 797,416

法人税、住民税及び事業税 338,322

法人税等調整額 7,155

法人税等合計 345,477

四半期純利益 451,938
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(3)四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 797,416

減価償却費 46,399

受取利息 △708

支払利息 6,488

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,564

製品保証引当金の増減額（△は減少） 8,420

売上債権の増減額（△は増加） 737,101

たな卸資産の増減額（△は増加） △425,538

仕入債務の増減額（△は減少） 11,636

未払消費税等の増減額（△は減少） △24,166

未払金の増減額（△は減少） △11,806

未払費用の増減額（△は減少） 12,436

その他 △53,524

小計 1,101,589

利息の受取額 708

利息の支払額 △6,454

法人税等の支払額 △389,411

営業活動によるキャッシュ・フロー 706,432

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期積金の純増減額 △1,500

有形固定資産の取得による支出 △42,813

無形固定資産の取得による支出 △40,806

その他 △567

投資活動によるキャッシュ・フロー △85,687

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） △198,000

自己株式の取得による支出 △6,777

リース債務の返済による支出 △91

配当金の支払額 △44,288

その他 △622

財務活動によるキャッシュ・フロー △249,779

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 370,965

現金及び現金同等物の期首残高 299,836

現金及び現金同等物の四半期末残高 670,802
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当事業年度より「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、「四半期財務諸表

等規則」に従い四半期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。 

  

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) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

6. その他の情報
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前年同四半期に係る財務諸表 

（１）四半期損益計算書 

「参考資料」

科  目

前第３四半期累計期間

（自 平成19年４月１日

    至 平成19年12月31日）

金額（千円）

Ⅰ 売上高 4,556,298

Ⅱ 売上原価 3,384,703

  売上総利益 1,171,595

Ⅲ 販売費及び一般管理費 632,258

  営業利益 539,337

Ⅳ 営業外収益 7,006

Ⅴ 営業外費用 58,281

  経常利益 488,062

Ⅵ 特別利益 446

Ⅶ 特別損失 2,208

  税引前四半期純利益 486,299

  法人税、住民税及び事業税 205,753

  法人税等調整額 △5,311

  四半期純利益 285,856
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（２）四半期キャッシュ・フロー計算書 

区分

前第３四半期累計期間

（自 平成19年４月１日

    至 平成19年12月31日）

金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税引前四半期純利益 486,299

減価償却費 35,189

固定資産除却損 14

株式交付費 3,122

受取利息 △721

支払利息 22,209

貸倒引当金の増減額（△は減少額） △446

製品保証引当金の増減額（△は減少額） 11,670

売上債権の増減額（△は増加額） 109,035

たな卸資産の増減額（△は増加額） △182,157

仕入債務の増減額（△は減少額） 88,442

未払消費税等の増減額（△は減少額） △28,629

未払金の増減額（△は減少額） 54,321

未払費用の増減額（△は減少額） 23,903

その他 △41,357

小計 580,896

利息の受取額 721

利息の支払額 △19,681

法人税等の支払額 △246,672

営業活動によるキャッシュ・フロー 315,264

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

定期積金の純増減額（△は増加額） △17,000

有形固定資産の取得による支出 △6,272

無形固定資産の取得による支出 △4,803

その他 △454

  投資活動によるキャッシュ・フロー △28,530

Ⅲ 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（△は減少額） △692,000

   株式の発行による収入 540,877

  財務活動によるキャッシュ・フロー △151,122

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少額） 135,611

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 480,351

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高 615,962
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