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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4月1日～平成21年6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 ％

22年3月期第1四半期 14,511 △69.3 △2,943 ― △2,870 ― △1,802 ―

21年3月期第1四半期 47,327 ― 5,520 ― 5,653 ― 3,463 ―

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 △10.97 ―

21年3月期第1四半期 20.82 ―

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 153,116 105,850 67.7 630.52
21年3月期 172,104 105,325 60.0 627.95

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  103,622百万円 21年3月期  103,203百万円

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

21年3月期 ― 9.00 ― 2.00 11.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3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  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

36,000 △64.9 △3,500 ― △4,000 ― △2,800 ― △17.04

通期 78,000 △53.4 △4,500 ― △5,500 ― △3,500 ― △21.30
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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）  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） 

(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 

 業績予想につきましては、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、実際の業績は今後様々な不確定要因によって予想数値と
異なる場合があります。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

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 168,775,770株 21年3月期  168,775,770株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  4,429,766株 21年3月期  4,426,232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 164,347,527株 21年3月期第1四半期 166,364,864株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、昨年度後半からの急激な景気の悪化に底打ちの動

きが見られるものの、消費・輸出・設備投資の水準が依然として低水準で推移しております。 

 工作機械業界におきましては、世界的な経済収縮による設備投資抑制の影響を受け、業界受注額は依然

として低水準が続いております。 

 国内市場は原子力などのエネルギー関連、鉄道車輌、船舶業界向けが比較的堅調ではありますが、工作

機械受注への影響が大きい自動車業界向けを始め、金型業界などからの需要は依然として低迷が続き、全

体の需要を押し上げる回復基調とは言えない状況であります。 

  海外市場におきましては、中国市場はインフラ整備関連、小型自動車向けを中心に設備投資需要の回復

が見え始めておりますが、欧米市場の需要は依然低水準であり回復には至っておりません。 

  このような状況の下、当第1四半期連結会計期間における連結経営成績は前年同期間と比較いたしまし

て誠に遺憾ながら減収減益となりました。その概要といたしましては、連結受注高は121億８千万円（前

年同期比76.3％減）、連結売上高は145億１千１百万円（同69.3％減）、営業損失は29億４千３百万円、

経常損失は28億７千万円、そして四半期純損失は18億２百万円となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比較して189億８千７百万円減少

し、1,531億１千６百万円となりました。主な要因は、「受取手形及び売掛金」の減少132億４千４百万

円、機械装置及び運搬具を含む「有形固定資産」の「その他（純額）」の減少30億１千６百万円、「たな

卸資産」の減少24億４千３百万円、「現金及び預金」の減少17億８千６百万円、及び「投資有価証券」の

増加21億４千５百万円によるものであります。また、負債は前連結会計年度末と比較して、195億１千２

百万円減少いたしました。主な要因は、「支払手形及び買掛金」の減少105億１千３百万円、「短期借入

金」の減少69億７千９百万円、「未払法人税等」の減少８億５千６百万円、「賞与引当金」の減少６億２

千６百万円によるものであります。純資産は、利益剰余金の減少21億３千１百万円、「その他有価証券評

価差額金」の増加21億７千９百万円、「為替換算調整勘定」の増加３億７千３百万円等により、５億２千

５百万円の増加となりました。この結果、当第１四半期連結会計期間末の自己資本比率は67.7％となりま

した。 

  

(連結キャッシュ・フローの状況に関する定性的情報) 

 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は、前連結会計年度末と比較して47億８千４

百万円減少し、215億９千２百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、35億７千８百

万円の増加となりました（前年同四半期連結累計期間は46億８千６百万円の増加）。主な要因は、税金等

調整前四半期純損失28億３千３百万円、売上債権の減少132億４千万円、たな卸資産の減少28億５千万

円、及び仕入債務の減少106億５千８百万円によるものであります。投資活動によるキャッシュ・フロー

は、11億８千８百万円の減少となりました（前年同四半期連結累計期間は28億４千８百万円の減少）。主

な要因は、定期預金の増加30億円、有形固定資産の取得による支出４億７千４百万円、無形固定資産の取

得による支出３億９千６百万円、及び有形固定資産の売却による収入27億８千万円によるものでありま

す。財務活動によるキャッシュ・フローは、73億３千９百万円の減少となりました（前年同四半期連結累

計期間は17億１千１百万円の減少）。主な要因は、短期借入金の減少70億円、及び配当金の支払額３億２

千８百万円によるものであります。 

  

今後の経済情勢の見通しにつきましては、在庫調整の一巡や経済対策の効果などにより、景気は持ち直

しに向かうことが期待されますが、一方で雇用情勢・所得環境の悪化により個人消費の低迷が懸念され、

景気の先行きは極めて不透明な状況であります。 

  このような厳しい経営環境が続く中、当企業グループは引き続き、新市場の開拓による受注・売上の確

保、内製化とコストダウンの拡大による変動費の圧縮、経費の圧縮を進め、経営体質の強化、収益の確保

に努めてまいる所存であります。 

 以上を踏まえ、平成21年4月30日公表の平成22年3月期の連結業績予想は変更ありません。 
  

【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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該当事項はありません。 

  

１ 簡便な会計処理 

① 棚卸資産の評価方法 

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度

末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

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 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

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等、かつ、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。 

２ 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

① 税金費用の計算 

当連結会計年度の税引前当期純損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、

税引前四半期純損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。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。 

  

該当事項はありません。 

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)

(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：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 24,974 26,760

受取手形及び売掛金 18,017 31,262

有価証券 4 4

たな卸資産 44,434 46,878

その他 8,258 8,883

貸倒引当金 △624 △652

流動資産合計 95,064 113,136

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 17,717 17,945

その他（純額） 17,315 20,331

有形固定資産合計 35,032 38,277

無形固定資産 4,056 3,962

投資その他の資産   

投資有価証券 14,734 12,589

その他 4,307 4,217

貸倒引当金 △79 △78

投資その他の資産合計 18,961 16,728

固定資産合計 58,051 58,967

資産合計 153,116 172,104
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,736 19,250

短期借入金 287 7,266

1年内返済予定の長期借入金 6,888 6,888

未払法人税等 800 1,657

賞与引当金 645 1,272

役員賞与引当金 － 12

その他の引当金 378 469

その他 7,286 7,614

流動負債合計 25,023 44,430

固定負債   

長期借入金 18,971 18,971

退職給付引当金 771 738

その他の引当金 70 70

負ののれん 913 1,040

その他 1,515 1,527

固定負債合計 22,242 22,348

負債合計 47,265 66,778

純資産の部   

株主資本   

資本金 18,000 18,000

資本剰余金 41,674 41,674

利益剰余金 50,792 52,924

自己株式 △3,170 △3,169

株主資本合計 107,296 109,429

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 314 △1,865

為替換算調整勘定 △3,988 △4,361

評価・換算差額等合計 △3,673 △6,226

少数株主持分 2,227 2,122

純資産合計 105,850 105,325

負債純資産合計 153,116 172,104
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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：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 47,327 14,511

売上原価 33,381 12,214

売上総利益 13,946 2,296

販売費及び一般管理費 8,425 5,239

営業利益又は営業損失（△） 5,520 △2,943

営業外収益   

受取利息 86 25

受取配当金 161 113

負ののれん償却額 128 129

持分法による投資利益 8 3

その他 224 104

営業外収益合計 608 377

営業外費用   

支払利息 149 148

為替差損 200 66

その他 125 89

営業外費用合計 475 303

経常利益又は経常損失（△） 5,653 △2,870

特別利益   

投資有価証券売却益 － 37

特別利益合計 － 37

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

5,653 △2,833

法人税等 2,045 △1,039

少数株主利益 144 8

四半期純利益又は四半期純損失（△） 3,463 △1,802
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

5,653 △2,833

減価償却費 1,723 1,329

負ののれん償却額 △128 △129

貸倒引当金の増減額（△は減少） △88 △23

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,463 △648

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △101 △12

退職給付引当金の増減額（△は減少） △78 27

受取利息及び受取配当金 △247 △138

支払利息 149 148

為替差損益（△は益） 652 △318

持分法による投資損益（△は益） △8 △3

投資有価証券売却損益（△は益） － △37

固定資産売却損益（△は益） △3 0

固定資産廃棄損 5 1

売上債権の増減額（△は増加） 6,860 13,240

たな卸資産の増減額（△は増加） △5,457 2,850

仕入債務の増減額（△は減少） △1,211 △10,658

その他 1,420 1,727

小計 7,677 4,522

利息及び配当金の受取額 264 173

利息の支払額 △3 △16

法人税等の支払額 △3,251 △1,101

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,686 3,578

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） － △3,000

有形固定資産の取得による支出 △2,102 △474

有形固定資産の売却による収入 12 2,780

無形固定資産の取得による支出 △680 △396

投資有価証券の取得による支出 △4 △85

投資有価証券の売却による収入 － 88

その他 △73 △100

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,848 △1,188

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） 145 △7,000

リース債務の返済による支出 △13 △7

自己株式の売却による収入 0 0

自己株式の取得による支出 △10 △2

少数株主への配当金の支払額 △1 △0

配当金の支払額 △1,831 △328

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,711 △7,339

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,160 165

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,286 △4,784

現金及び現金同等物の期首残高 27,456 26,376

現金及び現金同等物の四半期末残高 28,743 21,592
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該当事項はありません。 
  

当グループの事業は、一般機械の製造・販売業という単一セグメントでありますので、事業の種類
別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

  

 
  

  

   
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接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) 米州……アメリカ 
(2) 欧州……ドイツ 
(3) アジア・パシフィック……中国、台湾、オーストラリア 

  

(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】

【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４月１日 至平成20年６月30日)

日本 
(百万円)

米州 
(百万円)

欧州 
(百万円)

アジア・パ
シフィック
（百万円）

計(百万円)
消去又は 
全社 

(百万円)

連結 
(百万円)

 売上高
(1) 外部顧客に

対する売上高 27,133 7,504 10,274 2,415 47,327 ― 47,327

(2) セグメント間の
内部売上高又は
振替高

15,624 46 54 985 16,710 (16,710) ―

計 42,757 7,550 10,328 3,401 64,038 (16,710) 47,327

 営業利益 3,449 303 1,176 443 5,372 148 5,520

当第１四半期連結累計期間(自平成21年４月１日 至平成21年６月30日)

日本 
(百万円)

米州 
(百万円)

欧州 
(百万円)

アジア・パ
シフィック
（百万円）

計(百万円)
消去又は 
全社 

(百万円)

連結 
(百万円)

 売上高
(1) 外部顧客に

対する売上高 9,060 3,136 1,520 793 14,511 ― 14,511

(2) セグメント間の
内部売上高又は
振替高

2,711 21 35 521 3,290 ( 3,290) ―

計 11,772 3,158 1,556 1,315 17,801 ( 3,290) 14,511

 営業損益 △2,427 △238 △278 △70 △3,015 72 △2,943
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(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接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) 米州……アメリカ、ブラジル 
(2) 欧州……オランダ、ドイツ、デンマーク 
(3) アジア・パシフィック……中国、韓国、オーストラリア 
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す。 

  

該当事項はありません。 
  

【海外売上高】
前第１四半期連結累計期間(自平成20年４月１日 至平成20年６月30日)

米州 欧州 アジア・ 
パシフィック 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 7,394 10,505 7,447 25,347

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― 47,327

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％) 15.6 22.2 15.8 53.6

当第１四半期連結累計期間(自平成21年４月１日 至平成21年６月30日)

米州 欧州 アジア・ 
パシフィック 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 3,187 1,534 3,465 8,187

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― 14,511

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％) 21.9 10.6 23.9 56.4

(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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製品別受注及び販売の状況 

   
(注) 受注高、受注残高には消費税等は含まれておりません。 

  

   
(注) 売上高には消費税等は含まれておりません。 
  

6. その他の情報

(1) 受注状況

(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
至 平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

受注高 受注残高 受注高 受注残高

ＮＣ旋盤 13,781 17,244 2,133 5,903

マシニングセンタ 26,537 42,126 7,051 16,557

複合加工機 9,118 11,670 2,344 3,589

ＮＣ研削盤 1,313 1,415 39 492

その他 614 241 612 391

合計 51,365 72,698 12,180 26,934

(2) 販売実績

(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
至 平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

売上高 構成比(％) 売上高 構成比(％)

ＮＣ旋盤 12,929 27.3 2,810 19.4

マシニングセンタ 22,099 46.7 8,373 57.7

複合加工機 10,701 22.6 2,847 19.6

ＮＣ研削盤 1,027 2.2 96 0.7

その他 569 1.2 382 2.6

合計 47,327 100.0 14,511 100.0
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