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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 10,642 ― 171 ― 73 ― △255 ―

20年3月期第3四半期 12,018 6.1 736 40.3 719 43.2 453 57.7

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 △1,927.20 ―

20年3月期第3四半期 3,429.98 ―

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 12,700 2,650 20.9 20,030.42
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3四半期  2,650百万円 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  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 12,900 △21.4 △34 ― △239 ― △612 ― △4,629.37

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、２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、２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．平成20年８月８日に公表いたしました平成21年３月期の通期連結業績予想は、本資料において修正しております。 
２．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。 
３．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。 
４．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 無

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  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3四半期  ―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3四半期  132,325株 20年3月期第3四半期  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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国サブプライムローン問題を発端とした国際的な金融危機

が実態経済に影響を及ぼし、個人消費や企業の設備投資が低迷し景気の減速感が鮮明になってまいりました。工作

機械業界においても、自動車産業を中心とする製造業の業績悪化の影響を受け、厳しい環境が続いております。

　このような経済状況のもとで当社グループは、グループ全体の経営体制の見直しを実施し、希望退職者の募集に

よる人件費の削減など、経営の一層の合理化と収益力の強化を図るための体制の構築に努めてまいりました。

　以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、10,642,614千円を達成しました。なお、損益面では、営業

利益171,631千円、経常利益73,036千円、四半期純損失は、255,016千円となりました。

　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、ハイエンドモデルの「ＨＳシリーズ」の販売拡大に努め、また、市場拡大を目指し開発

を進めていたコストパフォーマンスの高い汎用機種「Ｈｖ・Ｈシリーズ」を発表するなど、積極的な営業活動を進

めましたが、景気悪化による国内需要の低下が売上に大きな影響を与える結果となりました。

　これらの結果、当事業の売上高は1,631,964千円となりました。

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や、銅地金相場の急激な下落に

よる低価格競争の影響を受け厳しい事業環境にありましたが、キャンペーンの実施などを通して売上の確保を図る

とともに、需要が高まっているリサイクル対応型の商品など付加価値の高い商品の拡充に努めました。

　これらの結果、当事業の売上高は3,685,899千円千円となりました。

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の低調な状況が続きまし

た。また、順調に推移していた既設設備のメンテナンスサービスや海外向け部品売上においても、ユーザーの機械

稼働率の影響を受け減少傾向となりました。

　これらの結果、当事業の売上高は2,200,424千円となりました。

④精密金型・精密成形事業

　当事業におきましては、自動車関連企業を中心とした生産調整の影響により主力製品のコネクターの出荷が減少

し、製品単価も上昇しているため、コスト削減を進め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も努めました。

　これらの結果、当事業の売上高は3,124,325千円となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第３四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べて1,077,859千円減少し、12,700,262千円となりました。こ

れは主に売上高の減少よる売上債権の減少が要因であります。負債合計は、前連結会計年度末に比べて615,354千円

減少し、10,049,737千円となりました。これは主に仕入の抑制による仕入債務の減少が要因であります。純資産合計

は、前連結会計年度末に比べて462,505千円減少し、2,650,525千円となりました。これは主に四半期純損失及び配当

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

　当第３四半期累計期間における業績の当初の計画に対する進捗状況及び今後の業績見込を勘案し、平成20年８月

８日付「業績予想の修正に関するお知らせ」にて公表いたしました平成21年３月期の業績予想を修正しております。

詳細につきましては、本日開示の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。

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　一般債権の貸倒見積高の算定方法

　当第３四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及び一時差異の発生状況等

に変化が生じていると認められることから、前連結会計年度末において使用した将来の業績予測やタックス・

プランニングに当該変化の影響を加味したもの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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 1,603,827 1,505,754

受取手形及び売掛金 4,512,574 5,839,127

商品 484,466 429,127

製品 313,190 194,735

原材料 538,348 608,108

仕掛品 1,009,983 1,015,389

その他 518,898 444,990

貸倒引当金 △19,405 △14,524

流動資産合計 8,961,883 10,022,707

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,579,129 1,668,809

その他（純額） 1,853,486 1,701,482

有形固定資産合計 3,432,616 3,370,292

無形固定資産   

のれん 18,863 25,151

その他 96,528 89,384

無形固定資産合計 115,392 114,535

投資その他の資産   

その他 246,485 289,780

貸倒引当金 △56,114 △19,192

投資その他の資産合計 190,370 270,587

固定資産合計 3,738,379 3,755,415

資産合計 12,700,262 13,778,122

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,298,078 2,932,094

短期借入金 4,557,400 4,299,000

未払法人税等 1,572 323,328

賞与引当金 52,419 186,820

その他の引当金 40,197 70,145

その他 1,311,366 1,174,998

流動負債合計 8,261,034 8,986,387

固定負債   

社債 600,000 800,000

長期借入金 923,200 666,082

引当金 236,500 191,677

負ののれん 6,847 13,694

その他 22,155 7,250

固定負債合計 1,788,702 1,678,704



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 10,049,737 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 1,701,992 2,159,029

株主資本合計 2,509,692 2,966,729

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 140,833 146,301

評価・換算差額等合計 140,833 146,301

純資産合計 2,650,525 3,113,030

負債純資産合計 12,700,262 13,778,122



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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

売上高 10,642,614

売上原価 8,522,889

売上総利益 2,119,725

販売費及び一般管理費  

給料 499,581

賞与引当金繰入額 16,341

退職給付費用 45,394

役員退職慰労引当金繰入額 19,121

貸倒引当金繰入額 29,841

その他 1,337,812

販売費及び一般管理費合計 1,948,093

営業利益 171,631

営業外収益  

受取利息 841

負ののれん償却額 6,847

受取賃貸料 8,747

その他 25,890

営業外収益合計 42,326

営業外費用  

支払利息 81,092

為替差損 38,367

貸倒引当金繰入額 12,000

その他 9,461

営業外費用合計 140,921

経常利益 73,036

特別利益  

固定資産売却益 1,989

賞与引当金戻入額 3,619

製品保証引当金戻入額 2,998

その他 1,000

特別利益合計 9,608

特別損失  

固定資産除却損 1,958

特別退職金 126,848

特別損失合計 128,806

税金等調整前四半期純損失（△） △46,162

法人税等 208,854

四半期純損失（△） △255,016



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(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  

税金等調整前四半期純損失（△） △46,162

減価償却費 249,493

のれん償却額 6,287

負ののれん償却額 △6,847

貸倒引当金の増減額（△は減少） 41,828

製品保証引当金の増減額（△は減少） △2,998

賞与引当金の増減額（△は減少） △134,401

退職給付引当金の増減額（△は減少） 25,701

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 19,121

その他の引当金の増減額（△は減少） △26,948

受取利息及び受取配当金 △841

支払利息 81,092

有形固定資産売却損益（△は益） △1,989

有形固定資産除却損 1,958

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） 1,324,985

たな卸資産の増減額（△は増加） △110,737

未収消費税等の増減額（△は増加） 77,503

未収入金の増減額（△は増加） △236,580

仕入債務の増減額（△は減少） △628,644

未払金の増減額（△は減少） 108,484

未払費用の増減額（△は減少） 7,698

その他 △19,935

小計 727,069

利息及び配当金の受取額 841

利息の支払額 △82,017

法人税等の支払額 △337,812

営業活動によるキャッシュ・フロー 308,080

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 △345,358

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 △28,419

ゴルフ会員権の売却による収入 2,000

その他 5,747

投資活動によるキャッシュ・フロー △352,214



（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 3,319,650

短期借入金の返済による支出 △3,061,000

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 △337,360

社債の償還による支出 △200,000

配当金の支払額 △198,487

財務活動によるキャッシュ・フロー 142,802

現金及び現金同等物に係る換算差額 △595

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 98,072

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 1,603,827



　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３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31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 1,631,964 3,685,899 2,200,424 3,124,325 10,642,614 － 10,642,614

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
45,499 43,771 34,972 － 124,242 △124,242 －

計 1,677,463 3,729,671 2,235,396 3,124,325 10,766,857 △124,242 10,642,614

営業利益又は営業損失（△） △165,877 382,698 484,934 △55,085 646,669 △475,038 171,631

　（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３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31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 9,545,869 1,096,745 10,642,614 － 10,642,614

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
105,074 402,293 507,367 △507,367 －

計 9,650,943 1,499,038 11,149,982 △507,367 10,642,614

営業利益又は営業損失（△） 739,336 △92,722 646,613 △474,982 171,631

　（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３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日）

 北・南米 欧州
アジア・
オセアニア

計

Ⅰ　海外売上高（千円） 454,954 416,610 1,576,953 2,448,518

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － 10,642,614

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の

割合（％）
4.3 3.9 14.8 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

（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」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

 
前第３四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

区分 金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  12,018,409 100.0

Ⅱ　売上原価  9,108,149 75.8

売上総利益  2,910,260 24.2

Ⅲ  販売費及び一般管理費  2,173,793 18.1

営業利益  736,466 6.1

Ⅳ　営業外収益    

１．受取利息 1,062   

２．為替差益 2,637   

３．負ののれん償却額 6,847   

４．受取手数料 41,655   

５．賃貸料収入 9,844   

６．その他 18,874 80,920 0.7

Ⅴ　営業外費用    

１．支払利息 69,687   

２．社債発行費 －   

３．デリバティブ費用 －   

４．支払手数料 14,000   

５．その他 13,933 97,621 0.8

経常利益  719,764 6.0

Ⅵ　特別利益    

  １．固定資産売却益 －   

  ２．貸倒引当金戻入益 14,468   

  ３．関係会社株式売却益 17,100   

  ４．事業譲渡益 37,703   

  ５．前期損益修正益 21,122 90,394 0.8

Ⅶ　特別損失    

  １．固定資産除却損 －   

  ２．過年度製品保証引当金繰
入額

26,278   

  ３．過年度品質保証引当金繰
入額

5,162   

  ４．前期損益修正損 15,318 46,759 0.4

税金等調整前四半期純利
益

 763,399 6.4

法人税、住民税及び事業
税

324,174   

法人税等調整額 △14,647 309,527 2.6

四半期純利益  453,872 3.8

    



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 
前第３四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動による
キャッシュ・フロー

 

税金等調整前四半期純利益 763,399

のれん償却額 6,287

負ののれん償却額 △6,847

減価償却費 212,721

貸倒引当金の減少額 △18,428

品質保証引当金の増加額 6,271

製品保証引当金の増加額 34,901

賞与引当金の増加額
（△減少額）

△93,152

役員賞与引当金の増加額
（△減少額）

△6,500

退職給付引当金の増加額 8,819

役員退職慰労引当金の増加額
（△減少額）

12,602

受取利息及び受取配当金 △1,062

関係会社株式売却益 △17,100

支払利息 69,687

事業譲渡益 △37,703

売上債権の増加額 △210,054

たな卸資産の増加額 △581,423

仕入債務の増加額 236,844

未払金の減少額 △78,343

その他 △125,416

小計 175,502

利息及び配当金の受取額 1,062

利息の支払額 △71,726

法人税等の支払額 △461,813

営業活動による
キャッシュ・フロー

△356,975



 
前第３四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

区分 金額（千円）

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

△720,823

有形固定資産の売却による収
入

11,715

無形固定資産の取得による支
出

△19,644

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

事業譲渡による収入 37,703

敷金保証金の差入による支出 △7,780

その他 △715

　投資活動による
キャッシュ・フロー

△688,243

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 3,054,080

短期借入金の返済による支出 △1,715,520

長期借入れによる収入 500,000

長期借入金の返済による支出 △251,918

社債償還による支出 △200,000

配当金の支払額 △158,790

財務活動による
キャッシュ・フロー

1,227,851

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換
算差額

3,808

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額 186,440

Ⅵ　新規連結に伴う現金及び現金
同等物の増加額

－

Ⅶ　現金及び現金同等物の期首残
高

1,607,781

Ⅷ　現金及び現金同等物の四半期
末（期末）残高

1,794,222



（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

 前第３四半期連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年12月31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 2,088,005 4,249,078 2,222,326 3,458,997 12,018,409 － 12,018,409

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
73,250 46,022 30,838 － 150,112 △150,112 －

計 2,161,256 4,295,101 2,253,165 3,458,997 12,168,521 △150,112 12,018,409

営業費用 2,157,432 3,725,519 1,795,880 3,305,650 10,984,483 297,459 11,281,942

営業利益（又は営業損失） 3,823 569,582 457,285 153,346 1,184,037 △447,571 736,466

 （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447,571千円は、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）

　　　　　「定性的情報・財務諸表等」４.その他に記載のとおり、当第３四半期連結会計期間より、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へ変更しております。

　　　　　これによる各セグメントへの影響は軽微であります。

　　　　（有形固定資産の減価償却方法）

          「定性的情報・財務諸表等」４.その他に記載のとおり、当第３四半期連結会計期間より、法人税法の改定に

　　　　　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）

          「定性的情報・財務諸表等」４.その他に記載のとおり、製品の無償保証期間の修理費用は、当第３四半期連

　　　　　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8,622千円減少

　　　　　しております。

　　　　（品質保証引当金）

          「定性的情報・財務諸表等」４.その他に記載のとおり、有償修理後に発生する品質保証費用は、当第３四半

　　　　　期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

　　　　　　当第３四半期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〕

前第３四半期連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年12月31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 10,849,205 1,169,204 12,018,409 － 12,018,409

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
117,477 297,154 414,631 △414,631 －

計 10,966,682 1,466,358 12,433,040 △414,631 12,018,409

営業費用 9,754,157 1,496,086 11,250,244 31,698 11,281,942

営業利益（又は営業損失） 1,212,524 △29,728 1,182,796 △446,329 736,466

　（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447,571千円は、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）

　　　　　「定性的情報・財務諸表等」４.その他に記載のとおり、当第３四半期連結会計期間より、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へ変更しております。

　　　　　これによる各セグメントへの影響は軽微であります。

　　　　（有形固定資産の減価償却方法）

          「定性的情報・財務諸表等」４.その他に記載のとおり、当第３四半期連結会計期間より、法人税法の改定に

　　　　　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）

          「定性的情報・財務諸表等」４.その他に記載のとおり、製品の無償保証期間の修理費用は、当第３四半期連

　　　　　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8,622千円減少しておりま

　　　　　す。

　　　　（品質保証引当金）

          「定性的情報・財務諸表等」４.その他に記載のとおり、有償修理後に発生する品質保証費用は、当第３四半

　　　　　期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は軽微であります。

〔海外売上高〕

　　　　前第３四半期連結会計期間においては、開示しておりません。
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