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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年3月21日～平成21年9月20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2四半期 3,032 ― 415 ― 354 ― 167 ―

21年3月期第2四半期 3,794 △4.1 641 △23.3 621 △20.8 367 △20.5

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2四半期 10.49 ―

21年3月期第2四半期 23.08 ―

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2四半期 9,821 4,743 48.3 297.99
21年3月期 10,782 4,669 43.3 293.30

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  4,743百万円 21年3月期  4,669百万円

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  
 

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

21年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00

22年3月期 ― 0.00

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3月21日～平成22年3月20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 5,100 △36.8 300 △78.1 170 △86.6 70 △90.7 4.39
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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）  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。 

(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） 

(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。 

(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．本資料に記載されている業績の見通し等の将来に関する記述は、当社が入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
なお、業績予想及び配当予想の修正を行っております。当該予想に関する事項につきましては、４ページ【３．連結業績予想に関する定性的情報】及び本
日平成21年10月26日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」「平成22年３月期 配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
２．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）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。 

新規 1社 （社名 クラキサービス株式会社 ） 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） 22年3月期第2四半期 16,000,000株 21年3月期  16,000,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  81,547株 21年3月期  78,835株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 15,919,179株 21年3月期第2四半期 15,930,899株
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 当第２四半期連結累計期間（平成21年３月21日～平成21年９月20日）におけるわが国経済は、世界同時不況からの

回復の遅れから、企業収益は低下、設備投資の向上も未だ見えず、景気の底這い状況は継続するものと思われます。

 当社グループの主力部門の一般機械事業の主力である横中ぐりフライス盤の販売におきましては、米国の子会社の

不振に加え、当社においても国内外とも厳しい状況が続いております。新規受注は国内外とも依然低迷しており、受

注残高は大幅に減少いたしました。 

 情報機器事業も主要販売先の自動車関連金型メーカーの不振により、低迷しております。  

 このような状況にあって当社グループは、既受注分のキャンセル防止と確実な出荷に注力し、売上を確保するとと

もに、徹底した経費削減に努めてまいりましたが、売上高は３０億３千２百万円と前年同期に比べ７億６千１百万円

の減収、営業利益は４億１千５百万円、経常利益は為替差損の計上などにより３億５千４百万円となりました。 

 なお、特別利益に貸倒引当金戻入額１百万円を計上し、過年度法人税等４千３百万円を計上したことにより、四半

期純利益は１億６千７百万円と前年同期に比べ、２億円の大幅減益となりました。  

  

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりです。 

［一般機械事業］ 

市況が国内外とも低迷する中、主力の横中ぐりフライス盤及び産業機械の既受注分の出荷に注力しました。  

この結果、売上高は２９億４千６百万円、営業利益は５億６千４百万円となりました。 

［情報機器事業］ 

ＣＡＤ／ＣＡＭは、主要販売先の自動車関連金型メーカーの不振により、低調でした。 

この結果、売上高は８千５百万円、営業損失は２千４百万円となりました。 

  

所在地別セグメントの業績は次のとおりです。 

［日本］  

情報機器事業が低調でしたが、主力の横中ぐりフライス盤及び産業機械の既受注分の出荷に注力しました。 

この結果、売上高は２８億７千３百万円、営業利益は５億４千１百万円となりました。 

［米国］ 

米国子会社の横中ぐりフライス盤の販売が低調でした。 

この結果、売上高は１億５千９百万円、営業損失は１百万円となりました。  

  

（１）資産、負債及び純資産の状況  

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は、受取手形及び売掛金が８億３千２百万円減少したことなどよ

り、前連結会計年度末に比べ、９億６千万円減の９８億２千１百万円となりました。  

 負債につきましては、支払手形及び買掛金が、５億３千６百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末

に比べ、１０億３千４百万円減の５０億７千８百万円となりました。  

 純資産は、利益の計上により利益剰余金が増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ、７千３百万円

増の４７億４千３百万円となりました。 

 この結果、自己資本比率は４８．３％と前連結会計年度末に比べ、５．０ポイント増加いたしました。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度

末に比べ、１億４千５百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末では１３億２千３百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、３億７千４百万円となりました。これ

は、仕入債務が５億１千１百万円減少しましたが、税金等調整前四半期純利益３億５千６百万円の計上や売上

債権の減少８億２千万円などによる収入があったためです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、１千５百万円となりました。これは有形

固定資産の取得による支出１千５百万円などによるものです。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は、２億６百万円となりました。これは、長

期借入金の返済による支出１億２千８百万円、配当金の支払額７千８百万円などの支出によるものです。 

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
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 通期（平成21年３月21日～平成22年３月20日）の連結業績予想につきましては、想定を超えるキャンセル及び引き

取り遅れ、米国の子会社の不振により、売上高は減収となりますが、原材料費の低下、人件費をはじめとする経費削

減の効果により、営業利益、経常利益は若干増益、当期純利益は税金費用の増加により前回予想時（平成21年４月27

日公表）同額となる見込みです。 

 なお、詳細は本日別途開示の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。  

  

当第２四半期連結累計期間において、以下の会社が新たな提出会社の関係会社となりました。  

 (注）主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。  

  

①簡便な会計処理 

 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。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

税金費用の計算 

 税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む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。  

  

（会計基準に関する事項の変更）  

①四半期会計基準の適用  

 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）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重要な資産の評価基準及び評価方法の変更  

たな卸資産 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として個別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、主として個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低

下に基づく簿価切り下げの方法）により算定しております。 

 これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。  

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。この

適用に伴う損益に与える影響はありません。 

（追加情報） 

有形固定資産の耐用年数の変更 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正を契機として耐用年数を見直した結果、有形固定資産の一部に

ついて、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。 

 これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は 千円

減少しております。 

 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．連結業績予想に関する定性的情報

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）

名 称 住 所 
資本金 

（百万円）
主要な事業の内容 

議決権の所有割合 

（％）  
関係内容  

 (連結子会社） 

 クラキサービス㈱ 
新潟県長岡市 50 一般機械事業 100 

当社の工作機械のア

フターサービス業務

を請け負っている。 

資金援助あり。  

（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

5,130
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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９月20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20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,323,854 1,177,997

受取手形及び売掛金 1,715,079 2,547,079

仕掛品 1,772,055 1,910,408

貯蔵品 136 136

その他 202,835 179,472

貸倒引当金 △2,953 △4,683

流動資産合計 5,011,008 5,810,410

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,314,774 1,365,276

機械装置及び運搬具（純額） 659,357 760,433

土地 2,471,014 2,471,014

その他（純額） 36,493 45,006

有形固定資産合計 4,481,639 4,641,730

無形固定資産 12,629 15,417

投資その他の資産 316,452 314,818

固定資産合計 4,810,720 4,971,966

資産合計 9,821,728 10,782,377

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 748,538 1,285,130

短期借入金 1,184,420 1,189,420

未払法人税等 208,364 315,504

賞与引当金 62,832 94,166

製品保証引当金 39,293 44,443

その他 510,312 723,742

流動負債合計 2,753,760 3,652,406

固定負債   

長期借入金 1,298,246 1,421,456

繰延税金負債 597,897 597,897

退職給付引当金 428,286 440,953

固定負債合計 2,324,429 2,460,306

負債合計 5,078,189 6,112,712
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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９月20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20日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 954,000 954,000

利益剰余金 3,000,617 2,913,166

自己株式 △16,582 △16,261

株主資本合計 3,938,034 3,850,904

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,288 498

土地再評価差額金 874,755 874,755

為替換算調整勘定 △71,540 △56,493

評価・換算差額等合計 805,504 818,760

純資産合計 4,743,538 4,669,665

負債純資産合計 9,821,728 10,782,377
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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３月21日 
 至 平成21年９月20日) 

売上高 3,032,893

売上原価 2,089,233

売上総利益 943,660

販売費及び一般管理費 528,175

営業利益 415,485

営業外収益  

受取利息及び配当金 457

作業屑売却益 541

保険事務手数料 701

その他 459

営業外収益合計 2,160

営業外費用  

支払利息 21,597

為替差損 20,586

退職給付会計基準変更時差異の処理額 15,464

その他 5,603

営業外費用合計 63,252

経常利益 354,392

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1,730

特別利益合計 1,730

税金等調整前四半期純利益 356,122

法人税等 145,447

過年度法人税等 43,618

法人税等合計 189,065

四半期純利益 167,056
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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３月21日 
 至 平成21年９月20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 356,122

減価償却費 165,776

退職給付引当金の増減額（△は減少） △12,666

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,730

受取利息及び受取配当金 △457

支払利息 21,597

為替差損益（△は益） △291

有形固定資産廃棄損 234

売上債権の増減額（△は増加） 820,566

たな卸資産の増減額（△は増加） 124,105

仕入債務の増減額（△は減少） △511,989

その他 △258,788

小計 702,478

利息及び配当金の受取額 457

利息の支払額 △21,491

法人税等の支払額 △306,923

営業活動によるキャッシュ・フロー 374,521

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 △15,122

貸付けによる支出 △690

投資活動によるキャッシュ・フロー △15,812

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 △128,210

自己株式の取得による支出 △320

配当金の支払額 △78,396

財務活動によるキャッシュ・フロー △206,927

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,925

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 145,856

現金及び現金同等物の期首残高 1,177,997

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,323,854
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 該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年３月21日 至 平成21年９月20日） 

（注）１．事業区分は、内部管理上採用している売上集計区分によっております。 

    ２．各事業区分に属する主要製品 

     (1) 一般機械事業……横中ぐりフライス盤、複合フライス盤、内径精密加工専用機、ノッチングマシン 

     (2) 情報機器事業……金型・一般機械用ＣＡＤ／ＣＡＭ、ＮＣ切削シミュレーション 

    ３. 有形固定資産の耐用年数の変更 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正を契機として耐用年数を見直した結果、有形固定資産の一

部について、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。 

 これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益は一般機械事業で、 千円減少しております。 

   

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年３月21日 至 平成21年９月20日） 

（注）有形固定資産の耐用年数の変更 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正を契機として耐用年数を見直した結果、有形固定資産の一部につ

いて、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。 

 これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益は日本で、 千円減少しております。  

   

（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〕

  
一般機械事業
（千円） 

情報機器事業
（千円） 

計（千円）
消去又は全社 
（千円） 

連結（千円）

売上高  

(1）外部顧客に対する売上高  2,946,975  85,918  3,032,893  －  3,032,893

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  － ( )－  －

計  2,946,975  85,918  3,032,893 （ )－  3,032,893

営業利益又は営業損失（△）  564,387  △24,628  539,759 ( )124,274  415,485

5,130

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（千円） 
米国

（千円） 
計（千円）

消去又は全社 
（千円） 

連結（千円）

売上高  

(1）外部顧客に対する売上高  2,873,250  159,643  3,032,893  －  3,032,893

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 220,452  1,947  222,399 ( )222,399  －

計  3,093,702  161,591  3,255,293 ( )222,399  3,032,893

営業利益又は営業損失（△）  541,287  △1,528  539,759 ( )124,274  415,485

5,130
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当第２四半期連結累計期間（自 平成21年３月21日 至 平成21年９月20日） 

 （注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する地域の内訳は、次のとおりであります。 

(1）北米……………………………米国、カナダ 他 

(2）欧州……………………………イギリス、ドイツ 他 

(3）アジア…………………………中国、韓国 他 

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。 

  

〔海外売上高〕

  北米 欧州 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  228,228  58,180  971,845  1,258,254  

Ⅱ 連結売上高（千円）     3,032,893  

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 7.5  1.9  32.0  41.5  

（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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「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３月21日 
至 平成20年９月20日） 

区分 金額（千円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高        3,794,778  100.0

Ⅱ 売上原価        2,604,306  68.6

売上総利益        1,190,471  31.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費        548,549  14.5

営業利益        641,921  16.9

Ⅳ 営業外収益                  

１. 受取利息及び配当金  1,992            

２．為替差益  9,621            

３．国庫補助金受入益   17,377            

４．作業屑売却益   5,256            

５．その他  3,376  37,624  1.0

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  25,077            

２．退職給付会計基準変更時差
異償却額   15,464            

３．固定資産処分損  10,761            

４．その他  6,575  57,878  1.5

経常利益        621,667  16.4

税金等調整前中間純利益        621,667  16.4

法人税、住民税及び事業税        254,033  6.7

中間純利益        367,634  9.7
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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３月21日 
至 平成20年９月20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  621,667

減価償却費   189,269

退職給付引当金の増減額（△＝減）   18,386

貸倒引当金の増減額（△＝減）  △26

受取利息及び受取配当金 △1,992

支払利息   25,077

有形固定資産廃棄損   10,761

売上債権の増減額(△＝増）   187,118

棚卸資産の増減額(△＝増）  △407,030

仕入債務の増減額(△＝減）   28,441

その他（純額）  7,862

小計  679,536

利息及び配当金の受取額  1,992

利息の支払額 △24,832

法人税等の支払額  △225,887

営業活動によるキャッシュ・フロー  430,808

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形・無形固定資産の取得による支出  △768,604

有形固定資産の売却による収入   30

その他（純額）  △93

投資活動によるキャッシュ・フロー △768,668

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 △178,010

自己株式の取得による支出  △1,717

配当金の支払額  △79,028

財務活動によるキャッシュ・フロー △258,755

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  3,605

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(△＝減) △593,009

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,870,447

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高  1,277,437
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受注及び販売状況 

１．受注状況  

                                       （単位：千円） 

(注）金額は消費税等抜きで表示しております。  

  

２．販売状況  

                                       (単位：千円） 

(注）金額は消費税等抜きで表示しております。 

  

  

  

  

  

  

６．その他の情報

区 分 

  

  

 当第２四半期連結累計期間 

（自 平成21年３月21日  

  至 平成21年９月20日）   

受 注 高  受 注 残 高  

金 額 前年同期比(％) 金 額 前年同期比(％)  

一般機械事業       339,264          9.2      2,265,739             27.1

情報機器事業       97,915        61.6       23,914           338.4

合 計        437,179         11.4      2,289,653            27.4

区 分 

  

 当第２四半期連結累計期間 

（自 平成21年３月21日  

  至 平成21年９月20日）  

金 額  前年同期比(％) 

一般機械事業               2,946,975              81.6

情報機器事業                 85,918              47.1

合 計               3,032,893              79.9
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