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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 5,172 △58.5 △6 ― 47 △85.0 △273 ―

21年3月期第1四半期 12,450 ― 239 ― 319 ― 45 ―

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 △4.32 ―

21年3月期第1四半期 0.71 ―

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 29,672 8,092 27.3 127.78
21年3月期 33,360 8,357 25.0 131.51

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  8,087百万円 21年3月期  8,324百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00

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  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

第2四半期 
連結累計期間

8,300 △66.6 △820 ― △750 ― △1,300 ― △20.54

通期 19,500 △53.1 △1,500 ― △1,550 ― △2,350 ― △37.13
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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） 

(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 

・平成21年５月15日に公表しました平成22年３月期の連結業績予想につきましては、本資料において修正しております。 
・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。実際の業績等は、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 63,534,546株 21年3月期  63,534,546株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  243,915株 21年3月期  237,664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 63,293,402株 21年3月期第1四半期 63,332,807株
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当第1四半期におけるわが国の経済は、一部の景気指標に改善の兆しが見られるものの世界的な景気の
後退の影響により設備投資の抑制傾向に歯止めがかからず、引き続き厳しい状況となっております。 
このような情勢の中で当社グループの当第１四半期の売上高は、工作機械関連事業部門、輸送機器他関

連事業部門ともに大幅に減少し5,172百万円(前年同期比58.5％減)となりました。損益につきましては、
原価低減や経費など固定費の削減に努めてまいりましたが、営業損失が６百万円(前年同期は営業利益239
百万円)、経常利益は47百万円(前年同期比85.0％減)となりました。四半期純損益は、異常操業度損失お
よび貸倒引当金繰入額等の特別損失を計上したことにより273百万円(前年同期は四半期純利益45百万円)
の損失となりました。 
なお、当第1四半期の貸倒引当金繰入額は、欧州販売子会社の取引先に対する債権の取立不能又は取立

遅延のおそれが生じたことにより、56百万円を計上したものであります。また、平成21年６月２日に「債
権の取立不能又は取立遅延のおそれに関するお知らせ」にて公表いたしました米国販売子会社の取引先で
あるGeneral Motors Corporation（旧GM社）に対する債権に関しましては、新生GMに譲渡される見通しで
あり損益に与える影響はありません。 
なお、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。 
工作機械関連事業部門におきましては、中国等のアジア新興国において積極的な営業活動をしてまいり

ました。引き合いは増加してきたものの世界的な景気後退の影響もあり売上高、営業利益ともに大幅な減
少となりました。その結果、売上高は3,466百万円(前年同期比50.5％減)、営業利益は115百万円(前年同
期比19.7％減)となりました。 
輸送機器他関連事業部門におきましては、自動車部品等の取り入れに注力してまいりましたが、主力の

二輪車およびバギー車用エンジン部品の大幅な生産減少により、売上高は1,706百万円(前年同期比68.7％
減)、営業損失は118百万円(前年同期は営業利益96百万円)となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ3,687百万円減少し29,672百万円
となりました。この主な要因は売上債権及びたな卸資産の減少によるものであります。  
 負債合計は、前連結会計年度末に比べ3,421百万円減少し21,580百万円となりました。この主な要因は
仕入債務の減少によるものであります。  
 純資産合計は、前連結会計年度末に比べ265百万円減少し8,092百万円となりました。減少の主な要因は
四半期純損失273百万円の計上によるものであります。この結果、自己資本比率は27.3％となりました。 
  

（キャッシュ・フローの状況） 
当第１四半期連結累計期間の営業活動による資金は税金等調整前四半期純損失に、減価償却費、売上債

権及びたな卸資産の減少等を加え、仕入債務の減少等を差し引き295百万円の獲得となりました。投資活
動による資金は主として設備投資により90百万円の使用、財務活動による資金は長期借入金の増加から、
短期借入金の減少等を差し引き39百万円の使用となりました。  
 以上の結果、当第１四半期末における現金及び現金同等物の残高は、1,978百万円と前連結会計年度末
より147百万円増加いたしました。 
  

近の業績の動向等を踏まえ、平成21年５月15日に公表いたしました通期の連結業績予想を修正いたし
ました。なお修正の詳細については、平成21年８月７日公表の「特別損失(異常操業度損失)の計上及び業
績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  
  

【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。 
  

(簡便な会計処理） 
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。 
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用） 
該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 
  

前連結会計年度においてシンジケートローンの財務制限条項等に抵触する事実が発生し、これにより
期限の利益喪失に係る請求を受ける可能性がありましたので、当社グループとしては、当該状況を解消
すべく経営効率の改善・改革を含む経営計画、資金計画を策定し、取引金融機関に対しシンジケートロ
ーン契約の当該事項につき適用免除について協議を行いました。その結果、多数貸付人より期限の利益
喪失請求を行わないことにつき同意を頂いた書面を受領しましたので、当該状況は解消しております。
  

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)

(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

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等
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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 1,978 1,830

受取手形及び売掛金 4,831 5,855

有価証券 102 167

商品及び製品 3,084 3,503

仕掛品 2,189 3,574

原材料及び貯蔵品 736 733

その他 1,287 1,977

貸倒引当金 △22 △18

流動資産合計 14,187 17,624

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 4,718 4,972

土地 7,472 7,472

その他（純額） 2,967 3,048

有形固定資産合計 15,159 15,493

無形固定資産 54 39

投資その他の資産   

その他 422 293

貸倒引当金 △151 △90

投資その他の資産合計 271 202

固定資産合計 15,485 15,735

資産合計 29,672 33,360

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,495 5,455

短期借入金 3,543 5,371

未払法人税等 9 19

賞与引当金 180 120

その他 1,067 1,568

流動負債合計 7,295 12,535

固定負債   

長期借入金 9,611 7,820

退職給付引当金 2,140 2,115

役員退職慰労引当金 99 113

負ののれん 16 6

その他 2,416 2,410

固定負債合計 14,284 12,467

負債合計 21,580 25,002
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,640 4,640

資本剰余金 1,230 1,230

利益剰余金 △794 △521

自己株式 △46 △45

株主資本合計 5,029 5,303

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △9 △26

繰延ヘッジ損益 △0 △1

土地再評価差額金 3,204 3,204

為替換算調整勘定 △137 △156

評価・換算差額等合計 3,057 3,020

少数株主持分 4 33

純資産合計 8,092 8,357

負債純資産合計 29,672 33,360
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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 12,450 5,172

売上原価 11,406 4,630

売上総利益 1,044 542

販売費及び一般管理費 805 548

営業利益又は営業損失（△） 239 △6

営業外収益   

受取利息 2 0

受取配当金 0 0

負ののれん償却額 0 0

為替差益 153 103

その他 27 34

営業外収益合計 183 140

営業外費用   

支払利息 72 69

持分法による投資損失 0 0

その他 30 16

営業外費用合計 103 86

経常利益 319 47

特別利益   

固定資産売却益 0 0

貸倒引当金戻入額 8 －

特別利益合計 8 0

特別損失   

過年度損益修正損 260 －

固定資産廃棄損 3 2

投資有価証券評価損 － 3

貸倒引当金繰入額 － 56

異常操業度損失 － 249

特別損失合計 264 311

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（△）

64 △263

法人税、住民税及び事業税 36 17

法人税等調整額 △19 △7

法人税等合計 17 9

少数株主利益 1 0

四半期純利益又は四半期純損失（△） 45 △273
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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（△）

64 △263

減価償却費 397 387

負ののれん償却額 △0 △0

退職給付引当金の増減額（△は減少） △18 24

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △0 △14

賞与引当金の増減額（△は減少） 187 60

貸倒引当金の増減額（△は減少） △19 63

受取利息及び受取配当金 △2 △1

支払利息 72 69

為替差損益（△は益） 33 3

持分法による投資損益（△は益） 0 0

有形固定資産売却損益（△は益） △0 △0

有形固定資産廃棄損 3 2

売上債権の増減額（△は増加） 142 1,712

たな卸資産の増減額（△は増加） △589 1,875

仕入債務の増減額（△は減少） 233 △3,093

その他 99 △442

小計 602 382

利息及び配当金の受取額 2 2

利息の支払額 △72 △66

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △16 △22

営業活動によるキャッシュ・フロー 515 295

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △0 －

有価証券の売却による収入 － 74

投資有価証券の取得による支出 △8 －

投資有価証券の売却による収入 － 5

有形固定資産の取得による支出 △34 △137

有形固定資産の売却による収入 0 1

無形固定資産の取得による支出 △3 △15

子会社株式の取得による支出 － △18

投資活動によるキャッシュ・フロー △47 △90

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 200 －

短期借入金の返済による支出 △256 △2,038

長期借入れによる収入 1,800 2,800

長期借入金の返済による支出 △768 △798

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △0 △0

その他 － △3

財務活動によるキャッシュ・フロー 974 △39

現金及び現金同等物に係る換算差額 △71 △17

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,370 147

現金及び現金同等物の期首残高 2,770 1,830

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,140 1,978
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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) 

  

 
(注) １ 事業区分は、製品の種類・性質によっております。 

２ 各区分の主な製品 

 (1) 工作機械関連事業………フレキシブルトランスファーマシン＆ライン、各種専用機、マシニングセンタ、

            半導体レーザー加工機他 

 (2) 輸送機器他関連事業……二輪車用エンジン、雪上車、ゴルフカー及びバギー車の部品加工、船舶用エンジ

            ンの加工組立、自動車用部品の加工 

  

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 事業区分は、製品の種類・性質によっております。 

２ 各区分の主な製品 

 (1) 工作機械関連事業………フレキシブルトランスファーマシン＆ライン、各種専用機、マシニングセンタ、

            半導体レーザー加工機他 

 (2) 輸送機器他関連事業……二輪車用エンジン、雪上車、ゴルフカー及びバギー車の部品加工、船舶用エンジ

            ンの加工組立、自動車用部品の加工 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

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)

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

工作機械 

関連事業 

(百万円)

輸送機器他 

関連事業 

(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
7,001 5,449 12,450 ― 12,450

 (2) セグメント間の内部 

   売上高又は振替高
10 ― 10 (10) ―

計 7,011 5,449 12,460 (10) 12,450

営業利益 144 96 240 (0) 239

工作機械 

関連事業 

(百万円)

輸送機器他 

関連事業 

(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
3,466 1,706 5,172 ― 5,172

 (2) セグメント間の内部 

   売上高又は振替高
16 ― 16 (16) ―

計 3,483 1,706 5,189 (16) 5,172

営業利益又は営業損失（△） 115 △118 △2 (3) △6
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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 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国又は地域 

   アメリカ、ドイツ、タイ 

  

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 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国又は地域 

(1) 北米………………アメリカ 

(2) その他の地域……ドイツ、タイ 

３ 従来、「北米」は「その他の地域」に含めておりましたが、「北米」の売上高が全セグメントの合計の10％

以上となったため当第１四半期連結会計期間より「北米」として区分掲記しております。なお、前第１四半

期連結会計期間の「北米」の売上高は645百万円、営業利益は49百万円であります。 

  

【所在地別セグメント情報】

日本 

(百万円)

日本以外の地域

(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
11,527 922 12,450 ― 12,450

 (2) セグメント間の内部 

   売上高又は振替高
591 56 647 (647) ―

計 12,118 979 13,098 (647) 12,450

営業利益 116 100 216 22 239

日本(百万円) 北米(百万円)
その他の

地域(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

4,293 809 69 5,172 ─ 5,172

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

75 3 1 80 (80) ─

計 4,369 812 70 5,252 (80) 5,172

営業損失（△） △32 △51 △52 △137 130 △6
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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 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国又は地域 

 (1) 北米………………アメリカ 

 (2) アジア……………中国、インド、韓国 

 (3) その他の地域……スイス、フランス 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦地域以外の国又は地域における売上高であります。 

  

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) 

  

 
(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国又は地域 

 (1) 北米………………アメリカ 

 (2) アジア……………中国、韓国、タイ 

 (3) その他の地域……イタリア 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦地域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(百万円) アジア(百万円)
その他の地域 

(百万円)
計(百万円)

Ⅰ 海外売上高 658 3,987 52 4,698

Ⅱ 連結売上高 ― ― ― 12,450

Ⅲ 連結売上高に占める 

  海外売上高の割合(％)
5.3 32.0 0.4 37.7

北米(百万円) アジア(百万円)
その他の地域 

(百万円)
計(百万円)

Ⅰ 海外売上高 809 922 7 1,740

Ⅱ 連結売上高 ― ― ― 5,172

Ⅲ 連結売上高に占める 

  海外売上高の割合(％)
15.7 17.8 0.2 33.7

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

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)
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当第１四半期連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。 
  

 
(注) １ 金額は販売価格によっており、セグメント間の内部振替前の数値によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含んでおりません。 

  

当第１四半期連結会計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。 
  

 
(注) １ セグメント間の取引については、相殺消去をしております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含んでおりません。 

  

当第１四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。 
  

 
(注) １ セグメント間の取引については、相殺消去をしております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含んでおりません。 

  
  

  

6. その他の情報

生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

事業の種類別セグメントの名称 生産高(百万円) 前年同四半期比（％）

工作機械関連事業 2,738 △52.9

輸送機器他関連事業 1,686 △68.9

合計 4,425 △60.6

(2) 受注実績

事業の種類別セグメントの名称 受注高(百万円)
前年同四半期比

（％）
受注残高(百万円)

前年同四半期比
（％）

工作機械関連事業 544 △85.7 2,610 △80.9

輸送機器他関連事業 1,893 △67.6 2,720 △66.7

合計 2,438 △74.7 5,331 △75.6

(3) 販売実績

事業の種類別セグメントの名称 販売高(百万円) 前年同四半期比（％）

工作機械関連事業 3,466 △50.5

輸送機器他関連事業 1,706 △68.7

合計 5,172 △58.5
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