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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年3月21日～平成21年6月20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 ％

22年3月期第1四半期 1,108 ― 41 ― 21 ― 11 ―

21年3月期第1四半期 1,188 △21.2 126 △57.0 136 △53.0 79 △53.7

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

22年3月期第1四半期 0.72 ―

21年3月期第1四半期 5.00 ―

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

22年3月期第1四半期 10,092 4,597 45.6 288.81
21年3月期 10,782 4,669 43.3 293.30

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  4,597百万円 21年3月期  4,669百万円

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  

当社は定款において期末日を配当基準日と定めておりますが、現時点では当該基準日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

21年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― ― ―

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年3月21日～平成22年3月20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  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

第2四半期 
連結累計期間

3,500 ― 360 ― 320 ― 190 ― 11.93

通期 5,500 △31.8 260 △81.0 140 △89.0 70 △90.7 4.39
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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）  有  

(注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(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．本資料に記載されている業績の見通し等の将来に関する記述は、当社が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。 
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。 
３．当期の業績については、大幅な減益が予想されており、今後の業績の見通しについて、未だ不透明な状況にあります。配当予想額の開示は、平成22
年３月期第２四半期決算短信にて行う予定です。 

新規 1社 （社名 クラキサービス株式会社 ） 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） 22年3月期第1四半期 16,000,000株 21年3月期  16,000,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  81,118株 21年3月期  78,835株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 15,919,697株 21年3月期第1四半期 15,933,766株
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 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、一部経済指標に改善の兆しが見られるものの、工作機械業界の

直近の受注額は前年の８割減と低水準が続き、生産の落ち込みに歯止めが掛からない状況となっています。 

  このような状況のなか、当社グループにおきましても、当社の主力である横中ぐりフライス盤が国内外とも新規受

注が低迷し、また、既受注分のキャンセルにより受注残高は大幅に減少(前年同期比４２．９％減）しました。また

引き取り遅延も多発しており、予断を許さない状況が続いています。 

 当第１四半期連結会計期間の売上高は、主力の横中ぐりフライス盤が国内及び中国等の既受注分の出荷に注力しま

したが、米国の子会社が不振となったことに加え、情報機器事業の不振が続いていることなどにより、１１億８百万

円(同６．７％減）と前年同期に比べ、７千９百万円の減収となりました。 

 利益面では、生産の落ち込みによるコストアップや前年同期に営業外収益に含んでいた国庫補助金受入益の減少な

どにより、営業利益は４千１百万円(同６７．４％減）、経常利益は２千１百万円(同８４．７％減）、四半期純利益

は１千１百万円（同８５．７％減）と大幅な減益となりました。  

  

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりです。  

[一般機械事業] 

国内外とも主力の横中ぐりフライス盤、産業機械とも新規受注が低迷する中、既受注分の出荷に注力しました。 

この結果、売上高は１０億６千１百万円、営業利益は１億３千３百万円となりました。  

[情報機器事業]  

ＣＡＤ／ＣＡＭは、主要販売先の自動車関連金型メーカーの不振により、低調でした。  

この結果、売上高は４千７百万円、営業損失は１千２百万円となりました。 

  

所在地別セグメントの業績は次のとおりです。 

(日本) 

情報機器事業が低調でしたが、主力の横中ぐりフライス盤の既受注分の出荷に注力しました。  

この結果、売上高は１２億４千５百万円、営業利益は１億３千４百万円となりました。 

(米国)   

米国子会社の横中ぐりフライス盤の販売が低調でした。 

この結果、売上高は１千４百万円、営業損失は１千３百万円となりました。  

  

①資産、負債及び純資産の状況  

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は、受取手形及び売掛金が１０億７千３百万円減少したことなどに

より、前連結会計年度末に比べ、６億８千９百万円減の１００億９千２百万円となりました。  

 負債につきましては、支払手形及び買掛金が２億３千７百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比

べ、６億１千７百万円減の５４億９千５百万円となりました。  

 なお、純資産は４５億９千７百万円と前年連結会計年度末に比べ、配当金の支払により減少しましたが、総資産

の圧縮により、自己資本比率は２．３ポイント改善し、４５．６％となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、１３億１千８百万円となり、前連結会計年

度末と比較して、１億４千万円の増加となりました。 

 当第１四半期連結会計期間末における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、売上債権が大幅に減少しまし

たが、たな卸資産の増加、仕入債務の減少により、２億６千２百万円の収入(前年同期比３１．１％減）に止まり

ました。 

 「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、有形固定資産の取得により、５百万円の支出（同９９．３％減）と

なりました。 

 「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、長期借入金の返済４千７百万円、配当金の支払６千７百万円などに

より１億１千５百万円の支出（同１７．４％減）となりました。  

  

 現時点における第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては、平成２１年４月２７日に公表しまし

た業績予想に変更はありません。  

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

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報
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当第１四半期連結会計期間において、以下の会社が新たな提出会社の関係会社となりました。  

(注）主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

    

①簡便な会計処理 

 たな卸資産の評価方法 

 当第１四半期連結会計期間末におけるたな卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し前連結会計年度に係る実

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。  

    ②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

     税金費用の計算 

 税金費用については、当第１四半期連結会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行税率を乗じて計算しております。

 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。 

  

  

（会計基準に関する事項の変更）  

①四半期会計基準の適用 

  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。 

  

②重要な資産の評価基準及び評価方法の変更  

 たな卸資産 

 通常の販売目的で保有するたな資産については、従来、主として個別法による原価法によっておりました

が、当第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」（企業会計基準第９号 平成18年７

月５日公表分）が適用されたことに伴い、主として個別法による原価法（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。 

 これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 

  

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。この適用に

伴う損益に与える影響はありません。 

  

(追加情報）  

 有形固定資産の耐用年数の変更 

  当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正を契機として耐用年数を見直した結果、有形固定資産の一部に

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。 

 これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は1,483千円減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

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）

 名 称  住 所 
資本金 

(百万円)
 主要な事業の内容 

 議決権の所有割合 

（％）  
 関係内容 

（連結子会社）  

 クラキサービス㈱ 
 新潟県長岡市  50  一般機械事業        100 

 当社の工作機械のア

フターサービス業務

を請け負っている。 

資金援助あり。 

（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

（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
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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６月20日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,318,817 1,177,997

受取手形及び売掛金 1,473,480 2,547,079

仕掛品 2,197,748 1,910,408

貯蔵品 136 136

その他 214,880 179,472

貸倒引当金 △2,530 △4,683

流動資産合計 5,202,532 5,810,410

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,339,997 1,365,276

機械装置及び運搬具（純額） 709,360 760,433

土地 2,471,014 2,471,014

その他（純額） 41,235 45,006

有形固定資産合計 4,561,607 4,641,730

無形固定資産 14,023 15,417

投資その他の資産 314,737 314,818

固定資産合計 4,890,367 4,971,966

資産合計 10,092,900 10,782,377

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,047,674 1,285,130

短期借入金 1,189,420 1,189,420

賞与引当金 16,295 94,166

製品保証引当金 40,279 44,443

その他 785,698 1,039,246

流動負債合計 3,079,366 3,652,406

固定負債   

長期借入金 1,374,096 1,421,456

繰延税金負債 597,897 597,897

退職給付引当金 444,002 440,953

固定負債合計 2,415,995 2,460,306

負債合計 5,495,361 6,112,712
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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６月20日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月20日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 954,000 954,000

利益剰余金 2,844,944 2,913,166

自己株式 △16,527 △16,261

株主資本合計 3,782,417 3,850,904

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 733 498

土地再評価差額金 874,755 874,755

為替換算調整勘定 △60,368 △56,493

評価・換算差額等合計 815,120 818,760

純資産合計 4,597,538 4,669,665

負債純資産合計 10,092,900 10,782,377
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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３月21日 
 至 平成21年６月20日) 

売上高 1,108,890

売上原価 800,805

売上総利益 308,085

販売費及び一般管理費 266,784

営業利益 41,300

営業外収益  

受取利息及び配当金 0

その他 1,546

営業外収益合計 1,547

営業外費用  

支払利息 11,025

退職給付会計基準変更時差異の処理額 7,732

その他 3,076

営業外費用合計 21,834

経常利益 21,013

特別利益  

貸倒引当金戻入額 2,152

特別利益合計 2,152

税金等調整前四半期純利益 23,166

法人税等 11,781

四半期純利益 11,384
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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３月21日 
 至 平成21年６月20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 23,166

減価償却費 82,794

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,049

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,152

受取利息及び受取配当金 0

支払利息 11,025

為替差損益（△は益） △529

有形固定資産廃棄損 160

売上債権の増減額（△は増加） 1,071,487

たな卸資産の増減額（△は増加） △291,716

仕入債務の増減額（△は減少） △232,817

その他 △89,691

小計 574,775

利息及び配当金の受取額 0

利息の支払額 △8,770

法人税等の支払額 △303,688

営業活動によるキャッシュ・フロー 262,316

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 △5,312

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,312

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 △47,360

自己株式の取得による支出 △265

配当金の支払額 △67,564

財務活動によるキャッシュ・フロー △115,190

現金及び現金同等物に係る換算差額 △994

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 140,819

現金及び現金同等物の期首残高 1,177,997

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,318,817
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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。 

  

 該当事項はありません。 

  

 当第１四半期連結累計期間（自 平成21年３月21日 至 平成21年６月20日） 

(注）１．事業区分は、内部管理上採用している売上集計区分によっております。 

   ２．各事業区分に属する主要製品 

   (1)一般機械事業・・・・横中ぐりフライス盤、複合フライス盤、内径精密加工専用機、ノッチングマシン

   (2)情報機器事業・・・・金型・一般機械用ＣＡＤ／ＣＡＭ、ＮＣ切削シミュレーション 

     ３. 有形固定資産の耐用年数の変更 

  当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正を契機として耐用年数を見直した結果、有形固定資産

の一部について、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。 

 これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は一般機械事業で、1,483千円減少

しております。  

  

 当第１四半期連結累計期間（自 平成21年３月21日 至 平成21年６月20日）  

(注）有形固定資産の耐用年数の変更 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正を契機として耐用年数を見直した結果、有形固定資産の一

部について、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。 

  これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は日本で、1,483千円減少しておりま

す。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

項 目  
一般機械事業 

(千円）  

情報機器事業 

(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  1,061,292  47,597  1,108,890 －  1,108,890

(2)セグメント間の内部売上高 

  又は振替高 
－ － － (－) － 

計  1,061,292  47,597  1,108,890 (－)  1,108,890

 営業利益又は営業損失(△)  133,245  △12,127  121,118  (79,817)  41,300

〔所在地別セグメント情報〕

項 目  
日本 

(千円）  

米国 

(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    1,094,597       14,293     1,108,890      －    1,108,890

(2)セグメント間の内部売上高 

  又は振替高 
     150,601          137      150,739     (150,739)      － 

計    1,245,199       14,430    1,259,630     (150,739)    1,108,890

  営業利益又は営業損失(△)      134,584     △13,466      121,118      (79,817)       41,300
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 当第１四半期連結累計期間（自 平成21年３月21日 至 平成21年６月20日） 

     (注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。 

       ２．各区分に属する地域の内訳は、次のとおりであります。 

         (1) 北米  ・・・・・・・米国、カナダ 他 

         (2) 欧州  ・・・・・・・イギリス、ドイツ 他  

         (3) アジア  ・・・・・・・中国、韓国 他 

       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。  

  

  

 該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕

  北米 欧州 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高(千円）        14,290        3,239      482,573      500,102

Ⅱ 連結売上高(千円）          1,108,890

Ⅲ 連結売上高に占める 

  海外売上高の割合(%) 
          1.3           0.3         43.5        45.1

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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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３月21日 至平成20年６月20日） 

  

科目 

前年同四半期
（平成21年３月期 
第１四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  1,188,254

Ⅱ 売上原価  813,607

売上総利益  374,647

Ⅲ 販売費及び一般管理費  247,841

営業利益  126,805

Ⅳ 営業外収益  35,533

 その他  35,533

Ⅴ 営業外費用  25,417

支払利息   12,981

その他  12,435

経常利益  136,921

税金等調整前四半期純利益  136,921

法人税、住民税及び事業税  57,184

四半期純利益  79,736
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前第１四半期連結累計期間（自平成20年３月21日 至平成20年６月20日） 

  

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期

（平成21年３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（当期）純利益   136,921

減価償却費   94,444

支払利息  12,981

売上債権の増減額(△=増）   904,901

棚卸資産の増減額(△=増) △639,320

仕入債務の増減額(△=減)   88,444

その他(純額)   6,841

小計  605,214

利息の支払額 △10,121

法人税の支払額  △214,457

営業活動によるキャッシュ・フロー  380,634

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

有形・無形固定資産の取得による支出  △731,434

その他(純額)  30

投資活動によるキャッシュ・フロー △731,404

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  △72,260

自己株式の取得による支出 △476

配当金の支払額  △66,657

財務活動によるキャッシュ・フロー △139,393

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  1,220

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（又は減
少額） 

△488,942

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,870,447

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高  1,381,505
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受注及び販売の状況  

１．受注状況 

                                          （単位：千円）  

(注） 金額は消費税等抜きで表示しております。 

  

２．販売実績 

                                         （単位：千円） 

(注） 金額は消費税等抜きで表示しております。 

  

  

  

６．その他の情報

  

    区     分 

  

 受 注 高   受 注 残 高 

 金 額  前年同期比（％）  金 額  前年同期比（％）

 一般機械事業        4,427             0.3        3,816,585            42.9

 情報機器事業       46,732            56.3           11,052            71.3

  合  計           51,160             2.9        3,827,637            42.9

    区     分  金    額  前年同期比（％） 

一般機械事業                         1,061,292                     97.3

情報機器事業                            47,597                     48.5

   合  計                        1,108,890                     93.3
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