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1.  平成21年12月期第1四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年3月31日） 

（注）21年12月期第１四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失であるため記載
しておりません。 

(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12月期第1四半期 1,864 ― △482 ― △422 ― △786 ―

20年12月期第1四半期 5,407 △13.3 673 △28.1 512 △44.8 226 △48.2

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12月期第1四半期 △13.66 ―

20年12月期第1四半期 3.94 3.91

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12月期第1四半期 19,770 10,447 52.7 181.09
20年12月期 21,746 11,446 52.5 198.47

（参考） 自己資本   21年12月期第1四半期  10,425百万円 20年12月期  11,426百万円

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12月期 ― 0.00 ― 4.00 4.00

21年12月期 ―

21年12月期 
（予想）

― ― ― ―

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
平成21年２月10日発表の通期の業績予想を修正しております。詳細は４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参照
ください。 

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

第2四半期 
連結累計期間

― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 9,000 △56.2 △1,920 ― △1,890 ― △2,310 ― △40.12

－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）  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４ページ<【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご参照ください。 

(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．その他をご参照ください。 

(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。なお、当第１四半期連結累計
期間（平成21年１月１日から平成21年３月31日まで）については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」
（平成20年８月７日 内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号のただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を早期に適用しております。 
２．業績予想は、本資料の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、予想につきましては様々な不確定要素が内在しております
ので、実際の業績はこれらの予想値と異なる場合があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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12月期第1四半期 58,525,000株 20年12月期  58,525,000株

② 期末自己株式数 21年12月期第1四半期  951,717株 20年12月期  951,717株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第1四半期 57,573,283株 20年12月期第1四半期 57,499,737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１四半期（平成21年１月１日～平成21年３月31日）におけるわが国経済は、昨年来の米国発金融危機により、

市場の急激な冷え込みが企業業績や雇用情勢を更に悪化させ、設備投資の減速傾向が一層強まりました。

　家計においては、金融資産の目減りや所得の伸び悩みなどによる個人消費の鈍化が見られるなど、景気の後退がよ

り鮮明になってまいりました。

　当工作機械業界においても、平成21年3月の１ヶ月間の受注額は、前月比で若干の増加を示しているものの基本的に

は底ばいの状況が続いており、国内では全産業ともに前年同期比を下回り、海外でも経済の悪化から受注の減少傾向

が明確になっており、先行きについても不透明な状況にあります。

　このような状況のもと、当社グループでは、受注獲得に向けた営業活動を強化する一方で、景気変動に対応した収

益・コスト構造の実現を目指し、人的資源の再配置・有効活用による内製化の強化や役員報酬及び従業員給与の削減、

操業短縮などによる原価・経費の削減などの施策を実施いたしました。

　また、シチズングループにおける産業用機械事業会社であるシチズンマシナリー株式会社との間で、国内でのアフ

ターサービス部門及び営業拠点の統合、海外での欧米・アジア地区における販売拠点の統合や提携強化を進めるなど、

事業構造の抜本的な見直しに取り組んでまいりました。

　その結果、当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高が1,864百万円、営業損失が482百万円、経常損失が422百万

円、事業再編整理損失引当金繰入額を特別損失に688百円計上したことにより、786百万円の四半期純損失となりまし

た。

所在地別セグメントの経営成績については、次のとおりであります。

①　日本

　設備投資の減速傾向が一層強まるなか、自動車業界をはじめとする全産業の業況がマイナスへと転じ、出荷が伸

び悩んだことにより、売上高 1,403百万円、202百万円の営業損失となりました。

②　欧州

　経済状況の悪化が進み、設備投資の減速影響を受けて、売上高 210百万円、55百万円の営業損失となりました。

③　北米

　金融不安が払拭されないなか、自動車業界のビッグ３の先行きは未だ不透明であることから出荷が伸び悩み、売

上高 184百万円、54百万円の営業損失となりました。

④　アジア

　成長を続けていたアジア経済も米国発金融危機の煽りを受け、設備投資意欲が減退したことにより、売上高 66百

万円、63百万円の営業損失となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期における総資産は、19,770百万円となり、前連結会計年度末比1,975百万円の減少となりました。そ

の主な要因は、売上高の減少に伴う受取手形及び売掛金の減少1,548百万円、現金及び預金の減少1,018百万円によ

るものです。

（キャッシュ・フローの状況）

　営業活動によるキャッシュ・フローは、1,122百万円の支出となりました。

これは、主に売上債権の減少1,582百万円、たな卸資産の減少202百万円などにより資金が増加したものの、税金等

調整前四半期純損失1,111百万円、仕入債務の減少2,205百万円などにより資金が減少した結果であります。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、439百万円の支出となりました。

これは、主に有形固定資産の取得による支出105百万円、ソフトウェア等の無形固定資産の取得による支出339百万

円により資金が減少した結果であります。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、521百万円の収入となりました。

これは、主に配当金の支払い178百万円により資金が減少したものの、コミットメントラインの実行による700百万

円の短期借入金の増加により資金が増加した結果であります。
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３．連結業績予想に関する定性的情報

　当第１四半期の連結売上高は当初計画を下回る水準で推移し、特に当社グループの主力販売先である自動車関連産

業は、米国のビッグ３の動向が不透明であることに加え、金融不安が未だ払拭されていないこと等により個人消費の

回復遅れが懸念され、企業の設備投資意欲が短期で上向くことは難しいと予測されます。

　従って、第２四半期以降も市況の回復が不透明であることにより、販売増加の実現可能性は低いと思われ、通期予

想を修正しております。

　詳細につきましては、本日別途発表する「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

　なお、平成21年２月10日の決算短信で発表しました通期の連結業績予想との差異は次のとおりです。

 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

 百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

前回発表予想（Ａ） 12,000 △1,120 △1,040 △1,200 △20 84

今回修正予想（Ｂ） 9,000 △1,920 △1,890 △2,310 △40 12

増減額（Ｂ－Ａ） △3,000 △800 △850 △1,110 － 　

増減率（％） △25.0 － － － －  

前期実績 20,526 1,973 1,435 638 11 11

 

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簡便な会計処理　

　（棚卸資産の評価方法）

　　当第1四半期連結会計期間末における棚卸資産の棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し、前連結会計年

度末に係る実地棚卸高を基礎として、合理的な方法により算定しております。

（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）　

　　在外子会社における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つきましては、前連結会計年度末以降に経営環境等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場合には、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、前連結会計年度末以降に経営環境等、または、一時差異等の

発生状況に著しい変化が認められた場合には、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・

プランニングに当該著しい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。

　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。

（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「四半期財務諸表に関する会計基準」の適用

　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。

　なお、当第１四半期連結累計期間（平成21年１月１日から平成21年３月31日まで）については、「財務諸表等

の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日　内閣府令第50号）

附則第７条第１項第５号のただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を早期に適用しております。

②棚卸資産の評価基準及び評価方法の変更

　棚卸資産については、従来、主として個別法及び総平均法による原価法によっておりましたが当第１四半期会

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９号)が適用されたことに伴い、主として個別法

及び総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よる簿価切下げの方法)により算定してお

ります。

　この変更による損益に与える影響はありません。
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③「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」の適用

　当第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。

　これにより、当連結会計年度期首の資本剰余金が197,191千円減少しておりますが、利益剰余金及び損益に与え

る影響は軽微です。

　なお、セグメント情報に与える重要な影響はありません。

④リース取引に関する会計基準の適用

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第

一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４月１

日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴い、当

第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。

　また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を

耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

　なお、リース取引開始日が適用初年度開始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。

　この変更による損益に与える影響は軽微であります。

（追加情報）

有形固定資産の耐用年数の変更

　平成20年度の法人税法の改正による法定耐用年数の変更に伴い、機械装置について、当第１四半期連結会計期

間より耐用年数の変更を行っております。

　この変更による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１四半期連結会計期間末
(平成21年３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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,620,080 2,639,062

受取手形及び売掛金 2,396,433 3,944,780

商品及び製品 3,676,100 3,366,760

仕掛品 2,258,224 2,739,337

原材料及び貯蔵品 980,391 879,376

その他 791,755 1,015,231

貸倒引当金 △23,871 △23,391

流動資産合計 11,699,113 14,561,156

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,895,916 1,916,872

機械装置及び運搬具（純額） 1,056,397 1,060,256

土地 1,970,437 1,970,437

建設仮勘定 670,512 610,392

その他 359,131 214,959

有形固定資産合計 5,952,395 5,772,918

無形固定資産   

その他 840,408 478,763

無形固定資産合計 840,408 478,763

投資その他の資産   

投資有価証券 28,745 28,745

繰延税金資産 939,399 426,427

その他 313,780 478,323

貸倒引当金 △3,033 △1

投資その他の資産合計 1,278,891 933,495

固定資産合計 8,071,694 7,185,176

資産合計 19,770,808 21,746,333
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３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12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,487,359 4,635,697

短期借入金 700,000 －

1年内償還予定の社債 400,000 400,000

1年内返済予定の長期借入金 200,000 200,000

未払法人税等 17,342 96,369

賞与引当金 45,353 －

製品保証引当金 29,099 28,046

事業再編整理損失引当金 688,000 －

その他 867,086 1,111,480

流動負債合計 5,434,240 6,471,594

固定負債   

社債 1,600,000 1,600,000

長期借入金 800,000 800,000

再評価に係る繰延税金負債 305,723 305,723

退職給付引当金 995,969 1,017,492

その他 186,941 104,950

固定負債合計 3,888,633 3,828,165

負債合計 9,322,873 10,299,760

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,651,250 2,651,250

資本剰余金 2,221,186 2,418,377

利益剰余金 6,914,545 7,919,675

自己株式 △47,716 △47,716

株主資本合計 11,739,265 12,941,587

評価・換算差額等   

土地再評価差額金 128,504 128,504

為替換算調整勘定 △1,441,849 △1,643,421

評価・換算差額等合計 △1,313,344 △1,514,916

少数株主持分 22,013 19,902

純資産合計 10,447,934 11,446,573

負債純資産合計 19,770,808 21,746,333
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 1,864,334

売上原価 1,534,213

売上総利益 330,121

販売費及び一般管理費 812,311

営業損失（△） △482,190

営業外収益  

受取利息 1,211

受取配当金 6,273

持分法による投資利益 10,720

助成金収入 28,430

為替差益 23,226

その他 20,680

営業外収益合計 90,543

営業外費用  

支払利息 7,973

デリバティブ評価損 10,336

その他 12,073

営業外費用合計 30,383

経常損失（△） △422,029

特別損失  

事業再編整理損失引当金繰入額 688,000

その他 1,139

特別損失合計 689,139

税金等調整前四半期純損失（△） △1,111,168

法人税等 △325,705

少数株主利益 1,014

四半期純損失（△） △786,477
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３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（△） △1,111,168

減価償却費 105,464

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,687

賞与引当金の増減額（△は減少） 44,896

製品保証引当金の増減額（△は減少） 1,052

事業再編整理損失引当金の増減額（△は減少） 688,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △23,126

受取利息及び受取配当金 △7,484

支払利息 7,973

為替差損益（△は益） △14,103

売上債権の増減額（△は増加） 1,582,654

たな卸資産の増減額（△は増加） 202,116

仕入債務の増減額（△は減少） △2,205,860

その他 △329,364

小計 △1,056,262

利息及び配当金の受取額 7,484

利息の支払額 △6,781

法人税等の支払額 △67,412

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,122,971

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 △105,471

有形固定資産の売却による収入 3,787

無形固定資産の取得による支出 △339,130

その他 1,362

投資活動によるキャッシュ・フロー △439,451

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） 700,000

配当金の支払額 △178,433

財務活動によるキャッシュ・フロー 521,566

現金及び現金同等物に係る換算差額 21,874

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,018,982

現金及び現金同等物の期首残高 2,639,062

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,620,080
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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。

　なお、当第１四半期連結累計期間（平成21年１月１日から平成21年３月31日まで）については、「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日　内閣府令第50号）附則第７

条第１項第５号のただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を早期に適用しております。

（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１四半期連結累計期間（自平成21年１月１日　至平成21年３月31日）

　当連結グループは「工作機械事業」の専業メーカーとして、同一セグメントに属するＮＣ旋盤及びその周辺

機器等の製造、加工、販売を行っており、当該事業以外の事業の種類がないため、記載を省略しております。

〔所在地別セグメント情報〕

当第１四半期連結累計期間（自平成21年１月１日　至平成21年３月31日）

 
日本

（千円）
欧州

（千円）
北米

（千円）
アジア
（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
1,403,789 210,289 184,082 66,173 1,864,334 ─ 1,864,334

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
105,303 1,795 ─ 36,981 144,081 (144,081) ─

計 1,509,093 212,085 184,082 103,154 2,008,415 (144,081) 1,864,334

営業損失 △202,317 △55,766 △54,685 △63,298 △376,068 (106,121) △482,190

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

欧州………ドイツ、イギリス

北米………アメリカ

アジア……タイ、フィリピン、中国

〔海外売上高〕

当第１四半期連結累計期間（自平成21年１月１日　至平成21年３月31日）

 欧州 北米 アジア その他 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 210,289 181,667 149,788 3,331 545,077

Ⅱ　連結売上高（千円） ─ ─ ─ ─ 1,864,334

Ⅲ　連結売上高に占める

海外売上高の割合（％）
11.3 9.7 8.0 0.2 29.2

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．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。

欧州………ドイツ、イギリス

北米………アメリカ

アジア……タイ、フィリピン、中国

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」

前年同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１四半期連結累計期間（自平成20年１月１日　至平成20年３月31日）

科目

前年同四半期
（平成20年12月期第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 5,407,971

Ⅱ　売上原価 3,522,261

売上総利益 1,885,709

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,211,882

営業利益 673,827

Ⅳ　営業外収益 73,796

１．受取利息　 3,670

２．デリバティブ評価益　 18,766

３．その他　 51,359

Ⅴ　営業外費用 235,576

１．支払利息　 18,065

２．その他　 217,510

経常利益 512,047

Ⅵ　特別利益 4,337

Ⅶ　特別損失 74

税金等調整前四半期純利益 516,310

税金費用 288,853

少数株主利益 1,107

四半期純利益 226,349
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第１四半期連結累計期間（自平成20年１月１日　至平成20年３月31日）

前年同四半期
（平成20年12月期第１四半期）

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　 516,310

減価償却費 104,652

売上債権の増減額（△増加額） 637,154

たな卸資産の増減額（△増加額） △561,410

仕入債務の増減額（△減少額） 174,146

その他　 △103,084

小計 767,768

利息及び配当金の受取額　 11,198

利息の支払額　 △35,383

法人税等の支払額　 △962,332

営業活動によるキャッシュ・フロー △218,747

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 △6,662

有形固定資産の売却による収入　 4,337

無形固定資産の取得による支出　 △62,562

その他　 4,271

投資活動によるキャッシュ・フロー △60,615

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出　 △250,000

配当金の支払額　 △334,452

自己株式の取得による支出　 △34

その他　 200

財務活動によるキャッシュ・フロー △584,286

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △87,758

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額（又は減少額） △951,409

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 3,168,781

Ⅶ　現金及び現金同等物の四半期末残高 2,217,372
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（３）セグメント情報

〔所在地別セグメント情報〕

前第１四半期連結累計期間（自平成20年１月１日　至平成20年３月31日）

 
日本

（千円）
欧州

（千円）
北米

（千円）
アジア
（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
3,237,332 1,371,894 595,199 203,544 5,407,971 ─ 5,407,971

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
1,702,434 664 2,044 270,123 1,975,265 (1,975,265) ─

計 4,939,767 1,372,558 597,244 473,667 7,383,237 (1,975,265) 5,407,971

営業利益 854,123 24,276 26,903 67,901 973,205 (299,378) 673,827

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

欧州………ドイツ、イギリス

北米………アメリカ

アジア……タイ、フィリピン、中国

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は226,596千円であり、その主なも

のは当社の管理部門に係る費用であります。

〔海外売上高〕

前第１四半期連結累計期間（自平成20年１月１日　至平成20年３月31日）

 欧州 北米 アジア その他 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 1,371,894 595,199 585,245 44,142 2,596,482

Ⅱ　連結売上高（千円） ─ ─ ─ ─ 5,407,971

Ⅲ　連結売上高に占める

海外売上高の割合（％）
25.4 11.0 10.8 0.8 48.0

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．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。

欧州………ドイツ、イギリス

北米………アメリカ

アジア……タイ、フィリピン、中国

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。
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６．その他の情報

【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

当第１四半期連結会計期間における生産実績を主要な品目別に示すと、次のとおりであります。

品目 生産高（千円）

バー型ＮＣ旋盤 225,355

チャッカー型ＮＣ旋盤 220,692

高精度ＮＣ旋盤 237,528

その他 12,852

合計 696,428

（注）１．金額は販売価格によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）受注状況

当第１四半期連結会計期間における受注状況を品目別に示すと、次のとおりであります。

品目 受注高（千円） 受注残高（千円）

バー型ＮＣ旋盤 213,917 1,179,767

チャッカー型ＮＣ旋盤 134,763 206,560

高精度ＮＣ旋盤 8,518 39,718

アフターサービス 408,661 77,793

その他 76,129 184,615

合計 841,990 1,688,455

（注）１．金額は販売価格によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３. アフターサービスは、役務提供、部品販売を含んでおります。

(3）販売実績

当第１四半期連結会計期間における販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。

品目 販売高（千円）

バー型ＮＣ旋盤 590,773

チャッカー型ＮＣ旋盤 549,984

高精度ＮＣ旋盤 249,044

アフターサービス 403,240

その他 71,291

合計 1,864,334

（注）１．上記の金額には、消費税は含まれておりません。

２. アフターサービスは、役務提供、部品販売を含んでおります。

３．主要な販売先については、総販売実績の100分の10以上を占める販売先がありませんでしたので記載を省略

しております。
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