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1.  平成21年11月期第3四半期の連結業績（平成20年12月1日～平成21年8月31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 ％

21年11月期第3四半期 39,326 ― △1,877 ― △1,663 ― △2,425 ―

20年11月期第3四半期 72,016 4.3 11,089 △1.4 10,667 △1.5 6,068 △0.6

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11月期第3四半期 △25.23 ―

20年11月期第3四半期 62.95 ―

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11月期第3四半期 116,147 64,412 50.5 610.51
20年11月期 122,383 70,453 52.5 666.71

（参考） 自己資本   21年11月期第3四半期  58,652百万円 20年11月期  64,251百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年11月期 ― 12.00 ― 12.00 24.00
21年11月期 ― 0.00 ―

21年11月期 
（予想）

3.00 3.00

3.  平成21年11月期の連結業績予想（平成20年12月1日～平成21年11月30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  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

通期 52,000 △46.4 △3,400 ― △3,300 ― △3,400 ― △35.39
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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）  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） 

(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。 

(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 

・業績予想については、発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場
合があります。なお、平成21年6月26日に公表した数値を今回修正しておりますので、併せてご確認ください。 
・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 平成19年3月14日)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 平成19年3月14日)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、四半期連結財務諸表は、「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号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年11月期第3四半期 98,955,226株 20年11月期  98,955,226株

② 期末自己株式数 21年11月期第3四半期  2,883,579株 20年11月期  2,583,649株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年11月期第3四半期 96,147,700株 20年11月期第3四半期 96,390,032株
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当第３四半期連結累計期間は、アジア地域において景気回復の兆しが見られたものの、企業収益の大幅
な減少や雇用情勢の悪化等、景気の停滞が継続しました。 
当精密機械工具業界においては、主要ユーザーである自動車関連産業での減産幅の縮小、ＩＴ関連産業

での生産の回復等、市場の底打ち感はありますが、一方で先行き不透明感は依然として強く、市況は低調
のまま推移しました。当社グループにおいても、第２四半期を境に実需ベースでの受注の推移に一部回復
の兆候もありますが、売上高全体の回復に貢献する規模には至っておらず、国内外での需要の低迷とそれ
に対応する生産調整の実施、円高傾向の継続等、厳しい事業環境が継続しました。 
当社グループは、このような状況に対応するため、新たな市場分野の開拓や全社的なコスト削減に取り

組んできましたが、売上高の急減と生産調整の長期化による固定費率の上昇を補うことはできず、営業利
益、経常利益及び四半期純利益ともに損失を計上する結果となりました。 
以上の結果、当第３四半期連結累計期間の連結業績は売上高393億２千６百万円（前年同期比45.4%

減）、営業損失18億７千７百万円（前年同期は110億８千９百万円の利益）、経常損失16億６千３百万円
（前年同期は106億６千７百万円の利益）、四半期純損失24億２千５百万円（前年同期は60億６千８百万
円の利益）となりました。 
なお、前年同期比は参考として記載しております。 
  

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、有価証券等が増加しましたが、受取手形及び売掛金が
減少したことにより、前連結会計年度末と比較して62億３千５百万円減少し、1,161億４千７百万円とな
りました。 
一方負債は、短期借入金及び長期借入金が増加しましたが、支払手形及び買掛金、未払費用が減少した

ことにより、前連結会計年度末と比較して１億９千４百万円減少し、517億３千５百万円となりました。 
また、純資産は利益剰余金、為替換算調整勘定が減少したため、前連結会計年度末と比較して60億４千

１百万円減少し、644億１千２百万円となりました。この結果、自己資本比率は50.5%と前連結会計年度末
と比較して２ポイント減少しました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 
当第３四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210億円となり、前連結会計年度末

と比較して64億４千３百万円の増加となりました。 
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は39億８千９百万円の収入となりました。増加要因は、減価償

却費43億３千９百万円、売上債権の減少額73億７千６百万円、法人税等の還付額37億４千７百万円等であ
り、減少要因は、仕入債務の減少額28億９千５百万円、未払費用の減少額33億６千７百万円、法人税等の
支払額18億５千２百万円等であります。 
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は32億６千９百万円の支出となりました。主な要因は、定期預

金の預入による支出６億９千７百万円、有形固定資産の取得による支出20億５千６百万円等であります。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は60億８千７百万円の収入となりました。増加要因は、短期借

入金の純増加額39億７千３百万円、長期借入れによる収入61億８千４百万円であり、減少要因は長期借入
金の返済による支出25億４千９百万円、配当金の支払額11億６千１百万円等であります。 

  

当第３四半期連結累計期間における業績の実績及び事業を取り巻く環境等を勘案して再計算した結果、
平成21年６月26日に発表した通期の業績予想を次のとおり修正します。 

  

平成21年11月期 通期連結業績予想修正 

 
(参考)1株当たり予想四半期純利益 △35.39 

・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

(平成20年12月1日 ～ 平成21年11月30日)
(単位：百万円)

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

前 回 発 表 予 想（A) 54,000 △ 3,400 △ 3,300 △ 3,400

今 回 修 正 予 想（B) 52,000 △ 3,400 △ 3,300 △ 3,400

増   減   額 （B-A) △ 2,000 － － －

増   減   率 （％） △ 3.7 － － －

 (参考) 前 期 実 績 
  (平成20年11月期) 97,024 14,416 13,505 7,376
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該当事項はありません。 
  

税金費用の計算 

一部の連結子会社は、当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効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

  

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」(企業会計基準第12号 平成19年３月14日)
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 平成19年３月14
日)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、四半期連結財務諸表は、「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号ただし書きにより、改
正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 
②たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更  
通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によってお

りましたが、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）が適用されたことに伴い、主として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基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 
なお、この変更が損益に与える影響は軽微であります。 

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  
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。 
 なお、この変更が損益に与える影響は軽微であります。 
④「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）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）を第１四半期連結会計
期間から早期に適用し、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から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更しております。 
また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法に

よっております。 
なお、リース取引開始日が適用初年度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。 
この変更が損益に与える影響はありません。 

⑤ヘッジ会計の方法の変更 
当社は為替予約等が付されている外貨建金銭債権債務については特例として認められた振当処理を行

っておりましたが、業務プロセスの体制が整備されたことに伴い、事務処理の効率化・簡素化を図ると
ともに、営業外損益として表示されるヘッジ目的の為替予約等に係る損益をより適切に把握するため、
第１四半期連結会計期間より「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 平成11年１月22日)
による原則的処理、すなわちヘッジ対象である外貨建金銭債権債務を改訂外貨基準の原則に従い決算日
レートで円貨に換算し、換算差額を損益として処理するとともに、為替予約（予定取引に係るものを除
く）については時価評価を行うことに変更しております。この変更は、デリバティブ取引に関する損益
をより的確に表示し、企業の財務内容をより実状に即して表示するために行ったものであります。 
なお、この変更が損益に与える影響は軽微であります。 
  

(追加情報) 

当社及び国内連結子会社は、平成20年度の法人税法の改正に伴い資産の利用状況等を勘案した結果、
第１四半期連結会計期間より機械装置の耐用年数の見直しを実施しました。 
なお、この変更が損益に与える影響は軽微であります。 

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
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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３四半期連結会計期間末
(平成21年８月31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11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 13,289 15,232

受取手形及び売掛金 10,388 18,908

有価証券 9,003 6

商品及び製品 16,505 15,464

仕掛品 2,328 3,257

原材料及び貯蔵品 4,300 3,920

その他 2,854 6,875

貸倒引当金 △172 △196

流動資産合計 58,499 63,469

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 15,468 16,509

機械装置及び運搬具（純額） 14,712 17,282

土地 11,117 10,388

その他（純額） 2,675 2,784

有形固定資産合計 43,973 46,964

無形固定資産   

のれん 901 1,295

その他 3,016 2,805

無形固定資産合計 3,918 4,101

投資その他の資産   

投資有価証券 3,686 2,495

その他 6,338 5,625

貸倒引当金 △268 △273

投資その他の資産合計 9,756 7,848

固定資産合計 57,648 58,914

資産合計 116,147 122,383

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,443 5,844

短期借入金 17,280 13,476

1年内返済予定の長期借入金 3,591 3,922

未払法人税等 397 1,578

賞与引当金 721 184

役員賞与引当金 14 210

その他 3,369 7,677

流動負債合計 27,818 32,894
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(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年８月31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11月30日) 

固定負債   

長期借入金 21,145 17,385

退職給付引当金 295 310

役員退職慰労引当金 50 45

その他 2,426 1,294

固定負債合計 23,917 19,035

負債合計 51,735 51,930

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,404 10,404

資本剰余金 14,197 14,351

利益剰余金 43,825 47,665

自己株式 △3,870 △3,697

株主資本合計 64,557 68,723

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 602 △141

繰延ヘッジ損益 2 △62

為替換算調整勘定 △6,509 △4,268

評価・換算差額等合計 △5,904 △4,471

少数株主持分 5,759 6,201

純資産合計 64,412 70,453

負債純資産合計 116,147 122,383
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年８月31日) 

売上高 39,326

売上原価 28,473

売上総利益 10,852

販売費及び一般管理費 12,729

営業損失（△） △1,877

営業外収益  

受取利息 146

受取配当金 57

助成金収入 677

その他 414

営業外収益合計 1,295

営業外費用  

支払利息 478

売上割引 265

為替差損 164

その他 173

営業外費用合計 1,081

経常損失（△） △1,663

特別利益  

固定資産売却益 10

その他 0

特別利益合計 11

特別損失  

固定資産売却損 23

固定資産除却損 65

ゴルフ会員権評価損 53

役員退職慰労金 45

特別退職金 64

その他 13

特別損失合計 265

税金等調整前四半期純損失（△） △1,918

法人税、住民税及び事業税 760

法人税等調整額 △446

法人税等合計 314

少数株主利益 193

四半期純損失（△） △2,425
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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)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年８月31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（△） △1,918

減価償却費 4,339

のれん償却額 284

有形固定資産除却損 65

有形固定資産売却損益（△は益） 12

投資有価証券評価損益（△は益） 11

受取利息及び受取配当金 △203

支払利息 478

持分法による投資損益（△は益） 1

売上債権の増減額（△は増加） 7,376

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,401

仕入債務の増減額（△は減少） △2,895

未払費用の増減額（△は減少） △3,367

その他 △444

小計 2,339

利息及び配当金の受取額 168

利息の支払額 △414

法人税等の支払額 △1,852

法人税等の還付額 3,747

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,989

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △697

定期預金の払戻による収入 8

有形固定資産の取得による支出 △2,056

有形固定資産の売却による収入 77

投資有価証券の取得による支出 △7

子会社株式の取得による支出 △120

その他 △474

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,269

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） 3,973

長期借入れによる収入 6,184

長期借入金の返済による支出 △2,549

自己株式の取得による支出 △172

配当金の支払額 △1,161

少数株主への配当金の支払額 △187

財務活動によるキャッシュ・フロー 6,087

現金及び現金同等物に係る換算差額 △364

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 6,443

現金及び現金同等物の期首残高 14,557

現金及び現金同等物の四半期末残高 21,000
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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 平成19年3月14日)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 平成19年3月14日)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、四半期連結財務諸表は、「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号ただし書きにより、改正後

の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

当社及び連結子会社は精密切削工具をはじめとする精密機械工具の専業メーカー及び販売会社であ

り、事業の種類を大別すると精密機械工具部門とその他に分類されますが精密機械工具における売上高

及び営業損益はいずれも全体の90%超であるため、事業の種類別セグメント情報は省略いたします。  

  

【所在地別セグメント情報】 

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年12月１日 至 平成21年８月31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主な国又は地域 
(1)米 州……米国、カナダ、メキシコ、ブラジル 
(2)欧 州……英国、ベルギー、フランス、オランダ、デンマーク、スペイン、ドイツ、イタリア 
(3)アジア……中国、シンガポール、タイ、台湾、韓国、インド 
  

【海外売上高】 

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年12月１日 至 平成21年８月31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主な国又は地域 
(1)米 州……米国、カナダ、メキシコ、ブラジル 
(2)欧 州……英国、ベルギー、フランス、オランダ、デンマーク、スペイン、ドイツ、イタリア 
(3)アジア……中国、シンガポール、タイ、台湾、韓国、インド 
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。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

日本
(百万円)

米州
(百万円)

欧州
(百万円)

アジア
(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 19,787 7,041 4,161 8,335 39,326 ─ 39,326

(2)セグメント間の内部売上高又は振替高 4,503 157 3 575 5,240 (5,240) ─

計 24,291 7,199 4,165 8,911 44,566 (5,240) 39,326

営  業  費  用 27,706 6,913 4,079 7,995 46,694 (5,491) 41,203

営業利益又は営業損失(△) △3,414 286 85 915 △2,127 250 △1,877

米州 欧州 アジア その他の地域 計

Ⅰ海外売上高(百万円) 6,964 4,277 8,566 2 19,810

Ⅱ連結売上高(百万円) 39,326

Ⅲ連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

17.7 10.9 21.8 0.0 50.4

(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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(単位：百万円) 

 
  

  

「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

科  目

前第３四半期連結累計期間
(自 平成19年12月1日
 至 平成20年8月31日)

金額

Ⅰ 売上高 72,016

Ⅱ 売上原価 44,687

   売上総利益 27,329

Ⅲ 販売費及び一般管理費 16,240

   営業利益 11,089

Ⅳ 営業外収益

 1. 受取利息 127

 2. その他 681

  営業外収益合計 809

Ⅴ 営業外費用

 1. 支払利息 517

 2. その他 714

  営業外費用合計 1,231

   経常利益 10,667

Ⅵ 特別利益 105

Ⅶ 特別損失 166

   税金等調整前 
   四半期純利益

10,606

   税金費用 3,842

   少数株主利益 696

   四半期純利益 6,068
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(単位：百万円) 

 
  

  

(2) (要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

科  目
前第３四半期連結累計期間
(自 平成19年12月1日
 至 平成20年8月31日) 

 

区分 金額

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純利益 10,606

   減価償却費 5,252

   退職給付引当金の増減額(減少：△) △40

   引当金の増減額(減少：△) △44

   その他非資金損益項目 91

   売上債権の増減額(増加：△) 456

   たな卸資産の増減額(増加：△) △1,579

   仕入債務の増減額(減少：△) 222

   未払費用の増減額(減少：△) △830

   法人税等の支払額 △4,991

   その他 △346

  営業活動によるキャッシュ・フロー 8,797

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 △4,970

   有形固定資産の売却による収入 204

   投資有価証券の取得による支出 △3,032

   子会社株式の取得による支出 △424

   その他 △1,500

  投資活動によるキャッシュ・フロー △9,722

Ⅲ 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(減少：△) 2,396

   長期借入れによる収入 3,000

   長期借入金の返済による支出 △2,248

   自己株式の取得による支出 △15

   配当金の支払額 △2,494

   その他 △249

  財務活動によるキャッシュ・フロー 388

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △201

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 △739

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 7,323

Ⅶ 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 22

Ⅷ 現金及び現金同等物の
  四半期末残高

6,607
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【事業の種類別セグメント情報】 

当社及び連結子会社は精密切削工具をはじめとする精密機械工具の専業メーカー及び販売会社であり、

事業の種類を大別すると精密機械工具部門とその他に分類されますが精密機械工具における売上高及び営

業損益はいずれも全体の90%超であるため、事業の種類別セグメント情報は省略いたします。  

  

【所在地別セグメント情報】 

前第３四半期連結累計期間(自 平成19年12月１日 至 平成20年８月31日) 

 
  

【海外売上高】 

前第３四半期連結累計期間(自 平成19年12月１日 至 平成20年８月31日) 

 
  

  

 
  

  

(3)セグメント情報

日本
(百万円)

米州
(百万円)

欧州
(百万円)

アジア
(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 39,168 12,412 7,041 13,393 72,016 ─ 72,016

(2)セグメント間の内部売上高又は振替高 8,461 325 20 845 9,652 (9,652) ─

計 47,630 12,738 7,061 14,239 81,669 (9,652) 72,016

営  業  費  用 42,573 10,891 5,863 11,673 71,001 (10,074) 60,927

営  業  利  益 5,056 1,847 1,197 2,565 10,667 421 11,089

米州 欧州 アジア その他の地域 計

Ⅰ海外売上高(百万円) 12,188 7,323 13,899 3 33,414

Ⅱ連結売上高(百万円) 72,016

Ⅲ連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

16.9 10.2 19.3 0.0 46.4

(4)販売の状況

品  目  別

前第３四半期連結累計期間
(自 平成19年12月１日 
  至 平成20年８月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年８月31日)

金額(百万円) 金額(百万円)

切削工具

ねじ切り工具 22,463 12,455

ミーリングカッター 18,123 9,546

その他切削工具 16,061 8,649

計 56,648 30,652

転造工具 6,082 3,343

測定工具 1,115 649

その他

機械 3,152 2,008

LHS 800 541

その他 4,216 2,132

計 8,169 4,681

合 計 72,016 39,326
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