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1.  平成21年12月期第2四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年6月30日） 

（注）21年12月期第２四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2四半期 3,266 ― △1,356 ― △1,184 ― △1,706 ―

20年12月期第2四半期 11,117 △13.0 1,285 △40.8 1,278 △39.6 757 △31.4

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2四半期 △29.63 ―

20年12月期第2四半期 13.18 13.14

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2四半期 18,342 9,483 51.6 164.39
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2四半期  9,464百万円 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  有  

21年12月期の期末配当については未定です。 

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

20年12月期 ― 0.00 ― 4.00 4.00
21年12月期 ― 0.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 9,000 △56.2 △1,920 ― △1,890 ― △2,310 ― △40.12
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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。 
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大きく異なる場合があります。 
３．平成21年12月期の期末配当予想につきましては、今後の業績動向を見極めつつ検討することとしており、現時点では未定であります。 
なお、詳細につきましては、本日別途公表いたしました「平成21年12月期 配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

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2四半期 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2四半期  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2四半期 57,573,283株 20年12月期第2四半期 57,500,788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２四半期連結累計期間（平成21年１月１日～平成21年６月30日）におけるわが国経済は、昨年来の米国発金融

危機に端を発した世界規模での景気後退から一部下げ止まりの動きが見られ、少しずつ上向いてきておりますが、回

復には至らずに推移しました。 

 当工作機械業界においては、自動車業界をはじめ多くの業種で設備投資が抑制されており、需要は低迷を極め、依

然として厳しい状況が続いており、未だ先行きについては不透明であります。 

 このような状況のもと、当社グループでは、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

リー株式会社とプライベートショーを共同開催する等、既存顧客へのプロモーションに加え新規需要の掘り起こしと

受注獲得に向けた提案営業に全社を上げて取り組むとともに、受注状況に合わせた操業短縮を実施するなど原価・経

費の可能な限りの圧縮に努めました。 

 また、シチズンマシナリー株式会社との提携強化を中心とした事業構造改革プログラムを策定し、聖域のない改革

を断行しました。 

 構造改革の主な内容としましては、業務の効率化、経費削減を目的とした本社機能の移転を初めとする大規模な拠

点再編に伴う組織の見直し、人員の 適化を進め、特別転進支援制度を導入し、94名の正社員が応募しております。

 また、シチズンマシナリー株式会社との国内営業拠点の共用、タイ販売拠点の統合を進めました。今後についても

シチズンマシナリー株式会社との間で事業構造改革プログラムを継続推進し、販売拠点の統合も視野に入れた欧米の

販売体制再構築、事業（商材）の選択と集中を図るなど営業損益の改善に取り組んでまいります。 

 当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高が3,266百万円、営業損失が1,356百万円、経常損失が1,184百万円と

なりました。事業再編整理損失引当金繰入額等を710百万円計上したことにより、1,706百万円の四半期純損失となり

ました。 

所在地別セグメントの業績は、次のとおりです。 

①日本 

 設備投資の底ばい状況が続く中、自動車業界をはじめとする全産業の業況がマイナスへ転じ、出荷が伸び悩んだ

ことにより、売上高 2,411百万円、790百万円の営業損失となりました。 

②欧州 

 経済状況の冷え込みは深刻であり、大幅な需要減少が継続したことにより、売上高 493百万円、126百万円の営

業損失となりました。 

③北米 

 販売網の見直しを進め、需要の掘り起こしと拡販に注力しましたが、自動車業界を中心に設備投資は抑制されて

おり、売上高 244百万円、143百万円の営業損失となりました。 

④アジア 

 中国を中心にアジア経済は、少しずつ上向いてきているものの、未だ需要回復には至らず、売上高 116百万円、

133百万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２四半期連結会計期間末における総資産は、18,342百万円となり、前連結会計年度末比3,403百万円の減少と

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2,354百万円、現金及び預金の減少

1,020百万円によるものです。 

 当第２四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。 

（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、2,417百万円の支出となりました。 

これは、主に売上債権の減少2,406百万円、たな卸資産の減少797百万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1,899百万円、仕入債務の減少3,820百万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、580百万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233百万円、ソフトウェア等の無形固定資産の取得による支出353百万

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、1,966百万円の収入となりました。 

これは、主に配当金の支払い229百万円、社債の償還200百万円、長期借入金の返済100百万円等により資金が減少

したものの、コミットメントラインの実行による短期借入金の増加1,600百万円、長期借入による収入900百万円に

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 

 平成21年５月12日に公表いたしました業績予想から修正は行っておりません。 

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） 

 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 

（簡便な会計処理） 

①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、又は、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 

 当連結会計年度の第１四半期連結会計期間より「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、当連結会計年度第１四半期連結会計期間（平成21年１月１日から平成21年３月31日まで）より、「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、当連結会計年

度の第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。 

 これにより、従来の方法によった場合と比べて、当第２四半期連結累計期間の営業損失、経常損失、税金等調

整前四半期純損失が62,516千円それぞれ増加しております。 

 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。 

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 

 当連結会計年度の第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。 

 この変更による損益に与える影響は軽微であります。 

 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「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の早期適用 

 「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10日公表分）及び「持分法適用関連会社の

会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年３月10日）が平成22年３月31日以前に開始す

る連結会計年度の四半期財務諸表から適用できることになったことに伴い、当連結会計年度の第１四半期連結会

計期間からこれらの会計基準及び実務対応報告を早期適用し、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。 
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⑤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

連結会計年度の第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） 

 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、当連結会計年度の第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２四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20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,618,877 2,639,062

受取手形及び売掛金 1,590,401 3,944,780

商品及び製品 3,394,852 3,366,760

仕掛品 1,955,034 2,739,337

原材料及び貯蔵品 988,611 879,376

その他 811,022 1,015,231

貸倒引当金 △58,467 △23,391

流動資産合計 10,300,333 14,561,156

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,855,342 1,916,872

機械装置及び運搬具（純額） 1,031,915 1,060,256

土地 1,970,437 1,970,437

建設仮勘定 804,066 610,392

その他 333,649 214,959

有形固定資産合計 5,995,411 5,772,918

無形固定資産   

その他 844,886 478,763

無形固定資産合計 844,886 478,763

投資その他の資産   

投資有価証券 28,745 28,745

繰延税金資産 866,864 426,427

その他 309,308 478,323

貸倒引当金 △2,854 △1

投資その他の資産合計 1,202,062 933,495

固定資産合計 8,042,360 7,185,176

資産合計 18,342,693 21,746,333
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（単位：千円）

当第２四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20年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 878,333 4,635,697

短期借入金 1,600,000 －

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 399,960 200,000

未払法人税等 28,045 96,369

賞与引当金 71,383 －

製品保証引当金 26,032 28,046

事業再編整理損失引当金 683,876 －

その他 521,637 1,111,480

流動負債合計 4,609,269 6,471,594

固定負債   

社債 1,400,000 1,600,000

長期借入金 1,400,040 800,000

再評価に係る繰延税金負債 305,723 305,723

退職給付引当金 961,059 1,017,492

その他 182,825 104,950

固定負債合計 4,249,649 3,828,165

負債合計 8,858,918 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 5,989,422 7,919,675

自己株式 △47,716 △47,716

株主資本合計 10,814,142 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 △1,478,315 △1,643,421

評価・換算差額等合計 △1,349,810 △1,514,916

少数株主持分 19,443 19,902

純資産合計 9,483,775 11,446,573

負債純資産合計 18,342,693 21,746,333
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 3,266,006

売上原価 3,016,982

売上総利益 249,023

販売費及び一般管理費 1,605,710

営業損失（△） △1,356,686

営業外収益  

受取利息 2,746

受取配当金 6,473

持分法による投資利益 8,365

助成金収入 101,448

為替差益 57,456

その他 39,868

営業外収益合計 216,360

営業外費用  

支払利息 20,164

その他 24,129

営業外費用合計 44,294

経常損失（△） △1,184,621

特別利益  

固定資産売却益 861

特別利益合計 861

特別損失  

事業再編整理損 26,971

事業再編整理損失引当金繰入額 683,876

その他 5,172

特別損失合計 716,020

税金等調整前四半期純損失（△） △1,899,780

法人税等 △191,734

少数株主損失（△） △1,923

四半期純損失（△） △1,706,121
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１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損失（△） △1,899,780

減価償却費 211,020

貸倒引当金の増減額（△は減少） 36,394

賞与引当金の増減額（△は減少） 71,172

製品保証引当金の増減額（△は減少） △2,013

事業再編整理損失引当金の増減額（△は減少） 683,876

退職給付引当金の増減額（△は減少） △58,235

受取利息及び受取配当金 △9,220

支払利息 20,164

為替差損益（△は益） △48,419

売上債権の増減額（△は増加） 2,406,518

たな卸資産の増減額（△は増加） 797,002

仕入債務の増減額（△は減少） △3,820,646

その他 △699,011

小計 △2,311,177

利息及び配当金の受取額 9,220

利息の支払額 △25,682

法人税等の支払額 △89,677

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,417,317

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 △233,848

有形固定資産の売却による収入 7,663

無形固定資産の取得による支出 △353,739

その他 △130

投資活動によるキャッシュ・フロー △580,055

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） 1,600,000

長期借入れによる収入 900,000

長期借入金の返済による支出 △100,000

社債の償還による支出 △200,000

配当金の支払額 △229,101

リース債務の返済による支出 △4,760

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,966,138

現金及び現金同等物に係る換算差額 11,050

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,020,184

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 1,618,877
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（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２四半期連結会計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日）及び当第２四半期連結累計期間

（自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30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２四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日） 

（単位：千円）

（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．会計処理の原則及び手続きの変更 

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 「定性的情報・財務諸表等」４．（3）②に記載のとおり、当連結会計年度の第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）を適用しております。この変更に伴い、従

来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業損失は、日本で62,516千円増加しており

ます。 

〔海外売上高〕 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日） 

  

（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。 

  日本 欧州 北米 アジア 計 消去又は全社 連結 

売上高               

(1) 外部顧客に対する 

売上高 
2,411,896 493,869 244,026 116,213 3,266,006 － 3,266,006 

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高 
302,868 6,688 28 41,927 351,513 (351,513) － 

計 2,714,764 500,558 244,055 158,141 3,617,519 (351,513) 3,266,006 

営業損失 790,246 126,067 143,019 133,278 1,192,612 (164,074) 1,356,686 

  欧州 北米 アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 493,869 241,171 508,401 3,772 1,247,215 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － － 3,266,006 

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
15.1 7.4 15.6 0.1 38.2 

株式会社ミヤノ（6162）平成21年12月期 第２四半期決算短信

－10－



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日） 

区分 金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   11,117,425 100.0 

Ⅱ 売上原価   7,350,663 66.1 

売上総利益   3,766,762 33.9 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   2,481,577 22.3 

営業利益   1,285,184 11.6 

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息 6,949     

２．受取配当金 7,728     

３．為替換算差益 13,831     

４．受取賃貸収入 3,907     

５．貸倒引当金戻入益 28,896     

６．その他 25,349 86,662 0.8 

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息 33,558     

２．手形売却損 5,445     

３．コミットメントライン費用 27,000     

４．その他 27,327 93,331 0.9 

経常利益   1,278,515 11.5 

Ⅵ 特別利益       

１．固定資産売却益 5,547 5,547 0.0 

Ⅶ 特別損失       

１．固定資産除売却損 797 797 0.0 

税金等調整前中間純利益   1,283,265 11.5 

法人税、住民税及び事業税 495,837     

法人税等調整額 25,234 521,072 4.7 

少数株主利益   4,195 0.0 

中間純利益   757,997 6.8 
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（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前中間純利益 1,283,265 

減価償却費  220,836 

貸倒引当金の増減額（△減少額） △40,094 

賞与引当金の増減額（△減少額） 447,241 

役員賞与引当金の増減額（△減少額） 7,400 

退職給付引当金の増減額（△減少額） 26,917 

製品保証引当金の増減額（△減少額） 881 

受取利息及び受取配当金 △14,678 

支払利息 33,558 

デリバティブ評価損益（△評価益） 1,266 

為替差損益（△差益）  11,036 

固定資産売却益  △5,547 

固定資産除売却損 797 

売上債権の増減額（△増加額） △91,271 

たな卸資産の増減額（△増加額） △737,029 

仕入債務の増減額（△減少額）  △95,820 

その他 △594,954 

 小計 453,804 

利息及び配当金の受取額 14,678 

利息の支払額  △36,297 

法人税等の支払額  △986,641 

営業活動によるキャッシュ・フロー △554,456 

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 △216,087 

有形固定資産の売却による収入 9,141 

無形固定資産の取得による支出 △149,113 

その他  5,659 

投資活動によるキャッシュ・フロー △350,399 

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 △456,293 

自己株式取得による支出 △85 

ストックオプションの行使による収入 600 

財務活動によるキャッシュ・フロー △705,778 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △56,324 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△減少額） △1,666,960 

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中間期末残高 1,501,821 
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（３）セグメント情報 

〔所在地別セグメント情報〕 

前中間連結会計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年６月30日） 

（単位：千円）

（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．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472,640千円であり、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〕 

前中間連結会計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年６月30日） 

（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。 

  日本 欧州 北米 アジア 計 消去又は全社 連結 

売上高               

(1) 外部顧客に対する 

売上高 
6,429,715 2,911,215 1,333,159 443,336 11,117,425 ― 11,117,425 

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高 
3,757,099 7,550 2,876 549,908 4,317,435 (4,317,435) ― 

計 10,186,814 2,918,766 1,336,035 993,244 15,434,861 (4,317,435) 11,117,425 

営業費用 8,411,918 2,840,831 1,331,713 861,029 13,445,493 (3,613,252) 9,832,241 

営業利益 1,774,896 77,934 4,322 132,215 1,989,367 (704,183) 1,285,184 

  欧州 北米 アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 2,911,154 1,334,223 1,329,212 38,039 5,612,630 

Ⅱ 連結売上高（千円） ─ ─ ─ ─ 11,117,425 

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
26.2 12.0 12.0 0.3 50.5 
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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２四半期連結累計期間における生産実績を品目別に示すと、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２四半期連結累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。 

（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２四半期連結累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。 

（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。 

品目 生産高（千円） 

バー型ＮＣ旋盤 644,849 

チャッカー型ＮＣ旋盤 352,348 

高精度ＮＣ旋盤 237,528 

その他 25,177 

合計 1,259,904 

品目 受注高（千円） 受注残高（千円） 

バー型ＮＣ旋盤 680,858 868,377 

チャッカー型ＮＣ旋盤 236,304 120,904 

高精度ＮＣ旋盤 △5,260 12,750 

アフターサービス 748,757 53,020 

その他 92,025 142,427 

合計 1,752,685 1,197,478 

品目 販売高（千円） 

バー型ＮＣ旋盤 1,369,104 

チャッカー型ＮＣ旋盤 737,182 

高精度ＮＣ旋盤 262,234 

アフターサービス 768,110 

その他 129,375 

合計 3,266,006 
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