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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 1,333 △51.8 △356 ― △363 ― △391 ―

21年3月期第1四半期 2,766 ― 156 ― 185 ― 111 ―

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 △13.10 ―

21年3月期第1四半期 3.74 ―

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 13,768 5,631 40.9 188.66
21年3月期 14,436 5,912 41.0 198.05

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  5,631百万円 21年3月期  5,912百万円

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 ― 3.00 ― 0.00 3.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― 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

3,100 △44.4 △650 ― △700 ― △780 ― △26.13

通期 6,800 △27.1 △1,100 ― △1,200 ― △1,360 ― △45.55
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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、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) 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 

上記に記載した予想数値は、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、業績の
変化等により、上記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 29,929,996株 21年3月期  29,929,996株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  78,329株 21年3月期  74,578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 29,853,993株 21年3月期第1四半期 29,883,885株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的金融・経済危機による景気悪化にようやく底
打ちの兆しが見えてきたものの、企業収益の悪化や設備投資の抑制などが続いており、依然として厳しい
状況下にあります。 
このような厳しい経済環境にあって、当社グループにおきましても引き続き販売の強化や経費の削減に

努めましたものの、当第１四半期の業績は売上高が前年同四半期比51.8％減の1,333百万円でありました
結果、営業損失356百万円、経常損失363百万円、四半期純損失391百万円となりました。 
海外市場への売上高は前年同四半期比36.0％減の437百万円でありましたが、売上高に占める比率は

32.8%と前年同四半期と比べ8.1ポイント増加しました。 
  

(資産) 
資産は前連結会計年度末に比べ668百万円減少し13,768百万円となりました。このうち流動資産は771

百万円の減少、固定資産は103百万円の増加でありました。 
流動資産の減少の主な要因は、現金及び預金が営業活動によるキャッシュ・アウト187百万円、投資

活動によるキャッシュ・アウト50百万円、財務活動によるキャッシュ・アウト211百万円等により452百
万円減少したこと、商品及び製品が150百万円減少、原材料及び貯蔵品が114百万円減少したこと等であ
ります。 
固定資産のうち、有形固定資産は減価償却費の計上141百万円、設備投資95百万円の実施があり、45

百万円減少しました。投資その他の資産は、投資有価証券が株式の時価の回復等により140百万円増加
し、149百万円増加しました。 
  
(負債) 
負債は前連結会計年度末に比べ387百万円減少し、8,136百万円となりました。このうち流動負債は

270百万円の減少、固定負債は117百万円の減少でありました。 
流動負債の減少の主な要因は、経費削減による支払手形・買掛金等支払債務の減少364百万円、賞与

引当金の減少82百万円等に対し未払費用の増加186百万円、設備関係支払手形の増加134百万円等があっ
たこと等であります。 
固定負債の減少は、長期借入金の減少157百万円等によるものであります。 

  
(純資産) 
純資産は前連結会計年度末に比べ280百万円減少し5,631百万円となりました。株主資本は、当四半期

純損失が391百万円であったこと等により、391百万円減少の5,616百万円となりました。また、株式の
時価評価等により評価・換算差額等は110百万円増加し15百万円となりました。 
  
(キャッシュ・フローの状況) 
営業活動により流出した資金は187百万円でありました。資金流入の主な要因は、減価償却費141百万

円、売上債権の減少97百万円、たな卸資産の減少211百万円であり、資金流出の主な要因は、税金等調
整前四半期純損失385百万円、仕入債務の減少363百万円であります。 
投資活動により流出した資金は50百万円でありました。主な要因は設備投資であります。 
財務活動により流出した資金は211百万円でありました。主な要因は借入金の返済による支出302百万

円に対し、借入れによる収入が100百万円であったことによります。 
以上の結果、現金及び預金同等物の当四半期連結会計期間末残高は前連結会計年度末と比べ、452百

万円減少し1,650百万円となりました。 
  

現時点では平成21年５月15日に公表しました第２四半期連結累計期間ならびに通期の業績予想に変更は
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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該当事項はありません。 
  

１．一般債権の貸倒見積高の算定方法 
当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がな

いと認められるため、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．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。 
また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額

を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 
  
３．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。 
  
４．経過勘定項目の算定方法 

一部の費用について、合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。 
  
５．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 

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。 

  

 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：千円）

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 1,650,310 2,102,632

受取手形及び売掛金 1,374,627 1,388,322

商品及び製品 2,161,918 2,312,722

仕掛品 631,401 579,811

原材料及び貯蔵品 636,482 751,481

未収入金 293,940 346,227

その他 238,859 277,996

貸倒引当金 △10,209 △10,251

流動資産合計 6,977,329 7,748,943

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,697,805 1,726,358

機械装置及び運搬具（純額） 1,607,441 1,607,500

土地 1,488,141 1,488,141

リース資産（純額） 365,766 374,742

その他（純額） 86,741 94,809

有形固定資産合計 5,245,896 5,291,551

無形固定資産 19,999 20,176

投資その他の資産   

投資有価証券 923,787 783,269

長期貸付金 4,271 4,779

長期預金 300,000 300,000

差入保証金 94,614 95,705

保険積立金 221,199 217,795

その他 18,839 11,849

貸倒引当金 △37,836 △37,908

投資その他の資産合計 1,524,875 1,375,491

固定資産合計 6,790,772 6,687,220

資産合計 13,768,101 14,436,163
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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 325,875 690,152

短期借入金 3,489,872 3,534,872

未払法人税等 8,816 21,000

賞与引当金 53,362 135,356

未払費用 216,343 49,435

設備関係支払手形 190,519 55,656

その他 136,076 204,533

流動負債合計 4,420,867 4,691,006

固定負債   

長期借入金 1,971,022 2,128,490

リース債務 343,093 352,067

長期未払金 391,939 －

役員退職慰労引当金 － 388,176

退職給付引当金 984,880 963,581

繰延税金負債 24,358 －

固定負債合計 3,715,293 3,832,315

負債合計 8,136,160 8,523,321

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,099,194 3,099,194

資本剰余金 3,057,132 3,057,132

利益剰余金 △520,198 △129,085

自己株式 △19,665 △19,053

株主資本合計 5,616,462 6,008,187

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 35,489 △80,000

為替換算調整勘定 △20,010 △15,345

評価・換算差額等合計 15,478 △95,345

純資産合計 5,631,941 5,912,842

負債純資産合計 13,768,101 14,436,163
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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）

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 2,766,307 1,333,778

売上原価 1,917,792 1,186,353

売上総利益 848,514 147,424

販売費及び一般管理費 691,770 503,622

営業利益又は営業損失（△） 156,744 △356,198

営業外収益   

受取利息 572 283

受取配当金 15,446 11,674

為替差益 25,929 2,239

その他 10,580 4,486

営業外収益合計 52,528 18,684

営業外費用   

支払利息 19,694 25,040

手形売却損 3,282 865

その他 975 21

営業外費用合計 23,952 25,927

経常利益又は経常損失（△） 185,321 △363,441

特別利益   

貸倒引当金戻入額 872 －

特別利益合計 872 －

特別損失   

固定資産除却損 531 199

一時帰休費用 － 21,570

特別損失合計 531 21,769

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（△）

185,661 △385,210

法人税、住民税及び事業税 74,036 5,901

四半期純利益又は四半期純損失（△） 111,625 △391,112
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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）

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（△）

185,661 △385,210

減価償却費 126,622 141,194

貸倒引当金の増減額（△は減少） △836 △113

受取利息及び受取配当金 △16,018 △11,958

支払利息 19,694 25,040

手形売却損 3,282 865

為替差損益（△は益） △7,471 2,335

有形固定資産売却損益（△は益） 531 199

売上債権の増減額（△は増加） 268,594 97,346

たな卸資産の増減額（△は増加） 7,375 211,315

仕入債務の増減額（△は減少） △82,561 △363,776

その他 232,756 116,957

小計 737,630 △165,804

利息及び配当金の受取額 16,018 10,597

利息の支払額 △19,403 △19,282

手形売却に伴う支払額 △3,282 －

法人税等の支払額 △73,454 △12,562

営業活動によるキャッシュ・フロー 657,507 △187,051

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 △286,986 △40,619

無形固定資産の取得による支出 △500 －

投資有価証券の取得による支出 △624 △669

貸付金の回収による収入 2,129 1,468

その他 △2,542 △10,262

投資活動によるキャッシュ・フロー △288,524 △50,082

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 300,000 －

短期借入金の返済による支出 △88,000 －

長期借入れによる収入 100,000 100,000

長期借入金の返済による支出 △303,298 △302,468

自己株式の取得による支出 △1,084 △612

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △8,701

配当金の支払額 △89,988 △135

財務活動によるキャッシュ・フロー △82,371 △211,918

現金及び現金同等物に係る換算差額 9,307 △3,269

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 295,920 △452,322

現金及び現金同等物の期首残高 1,197,757 2,102,632

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,493,677 1,650,310
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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) 

該当事項はありません。 

  

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) 

  

事業の種類として、超硬合金・工具の製造および製品等の販売を営んでいる単一事業のため、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。 

  

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) 

  

事業の種類として、超硬合金・工具の製造および製品等の販売を営んでいる単一事業のため、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。 

  

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) 

  

全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメン

ト情報の記載を省略しております。 

  

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) 

  

全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメン

ト情報の記載を省略しております。 

  

(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】

【所在地別セグメント情報】
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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) 

  

 
(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 国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

３ 各区分に属する主な国又は地域 

 (1) 北米………………米国・カナダ 

 (2) 西欧………………イギリス・イタリア・ドイツ 

 (3) アジア……………韓国・中国・タイ 

 (4) その他の地域……ブラジル・ロシア 

  

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) 

  

 
(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 国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

３ 各区分に属する主な国又は地域 

 (1) 北米………………米国・カナダ 

 (2) 西欧………………イギリス・イタリア・ドイツ 

 (3) アジア……………韓国・中国・タイ・インド 

 (4) その他の地域……ブラジル・ロシア 

  

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) 

該当事項はありません。 

  

【海外売上高】

北米 西欧 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 124,612 154,100 340,688 63,942 683,344

Ⅱ 連結売上高(千円) 2,766,307

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

4.5 5.6 12.3 2.3 24.7

北米 西欧 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 71,608 67,475 276,052 22,155 437,293

Ⅱ 連結売上高(千円) 1,333,778

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

5.4 5.0 20.7 1.7 32.8

(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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① 生産実績 

 
   (注) １ 金額は販売価格で表示しております。 

   ２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

② 受注実績 

 
   (注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

③ 販売実績 

 
   (注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

6. その他の情報

製品区分

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

前連結会計年度
自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％)

焼肌チップ 602,933 21.9 253,433 22.9 1,844,266 20.1

切削工具 1,539,276 55.9 591,265 53.3 5,312,147 57.8

耐摩耗工具 607,788 22.1 263,520 23.8 2,037,030 22.1

その他 1,225 0.1 479 0.0 3,099 0.0

合計 2,751,222 100.0 1,108,697 100.0 9,196,542 100.0

製品区分

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

前連結会計年度
自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日

受注高(千円) 受注残高(千円) 受注高(千円) 受注残高(千円) 受注高(千円) 受注残高(千円)

焼肌チップ 592,146 103,159 273,922 40,319 1,746,243 22,814

切削工具 1,553,676 508,415 803,715 213,519 5,034,523 225,118

耐摩耗工具 597,875 313,786 255,519 114,373 1,931,522 118,830

その他 3,435 7,134 3,330 1,364 24,364 105

合計 2,747,132 932,494 1,336,486 369,575 8,736,652 366,867

製品区分

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

前連結会計年度
自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％)

焼肌チップ 589,223 21.3 256,417 19.2 1,823,665 19.6

切削工具 1,566,825 56.6 815,314 61.1 5,330,969 57.2

耐摩耗工具 602,794 21.8 259,976 19.5 2,131,397 22.9

その他 7,466 0.3 2,071 0.2 35,423 0.3

合計 2,766,307 100.0 1,333,778 100.0 9,321,454 100.0
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