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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4月1日～平成21年9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2四半期 31,090 △66.8 △14,656 ― △14,885 ― △15,744 ―

21年3月期第2四半期 93,704 ― 9,881 ― 8,759 ― 4,478 ―

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 △177.76 ―

21年3月期第2四半期 47.95 47.51

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 136,365 101,228 72.6 1,117.64
21年3月期 149,216 118,929 78.3 1,319.04

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  99,003百万円 21年3月期  116,800百万円

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

21年3月期 ― 20.00 ― 20.00 40.00

22年3月期 ― 10.00

22年3月期 
（予想）

― 10.00 20.00

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 65,000 △58.7 △28,000 ― △28,000 ― △28,700 ― △324.03



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  無  

(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。実際の業績等は、業況の
変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項につきましては、３ページ
「定性的情報・財務諸表等 ３．連結業績予想に関する定性的情報」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 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2四半期 96,475,312株 21年3月期  96,475,312株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  7,892,510株 21年3月期  7,925,975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 88,572,151株 21年3月期第2四半期 93,399,253株



 当第２四半期（平成21年４月１日から９月30日）の工作機械業界における受注は徐々に上向いてきましたが、国

内外ともに設備投資の抑制が続いており、工作機械市場は依然として厳しい状況であります。 

 このような経営環境下において当社グループでは、キャッシュ・フローを重視し在庫削減を主眼において計画的

な減産に取り組むとともに、徹底したコスト削減を推進し財務体質の一層の強化に取り組んで参りました。また、

製品開発面では、医療、時計、計測器をはじめ小型精密部品加工分野で求められる複雑形状の高精度加工に対応す

る「NT1000」、自動車や航空機産業で需要が高まっている小型・複雑形状部品の高効率・高精度加工に対応する

「NMV3000 DCG」、更には第４世代となる高性能オペレーティングシステム「MAPPS Ⅳ」を開発するなど、お客様の

ニーズに応じた新製品開発に取り組んで参りました。 

 このような状況のもとで、当第２四半期における連結売上高は31,090百万円（前年同四半期比66.8％減少）とな

り連結営業損失は14,656百万円（前年同四半期は9,881百万円の連結営業利益）となりました。 

 なお、平成21年３月23日に業務及び資本提携を締結した独国GILDEMEISTER AG（以下、ギルデマイスター）とのシ

ナジー効果実現のため、販売面では、本年９月に当社伊賀事業所において、「DMG/MORI SEIKIプライベートショー

2009」と題した展示会を開催（「DMG」は、ギルデマイスター製品の商標。）、また、タイとインドネシアでは当社

が、トルコと台湾ではギルデマイスターが他方の拠点を統合し、両社の製品の販売・サービスを開始しておりま

す。更には、ギルデマイスターと本年10月１日付で日本における販売代理店契約を結び、DMG製品の販売・サービス

を開始しております。 

 販売分野以外の開発や購買などの分野でも２社の協同プロジェクトによりシナジー効果を実現しており、グロー

バルな工作機械市場でのリーダーシップの確立を目指して、互いに協力して参ります。 

  

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は136,365百万円となり、前連結会計年度末比12,850百万円の減少と

なりました。その主な要因といたしましては、有形固定資産が4,648百万円、投資有価証券が2,741百万円、それぞ

れ増加したものの、現金及び預金が5,784百万円、受取手形及び売掛金が5,306百万円、棚卸資産が5,122百万円、そ

れぞれ減少したことがあげられます。なお、純資産は101,228百万円となり、自己資本比率は72.6％と当第２四半期

において5.7ポイント減少しております。 

  

（キャッシュ・フローの状況）  

 当第２四半期連結会計期間における現金及び現金同等物の残高は8,292百万円となり、前連結会計年度末と比較し

て5,962百万円の減少となりました。  

 「営業活動によるキャッシュ・フロー」は53百万円の収入となりました。主なプラス要因は、売上債権の減少額

5,531百万円、たな卸資産の減少額5,099百万円であり、主なマイナス要因は、税金等調整前四半期純損失14,972百

万円であります。 

 「投資活動によるキャッシュ・フロー」は7,996百万円の支出となりました。主な要因は、投資有価証券の取得に

よる支出2,518百万円、有形固定資産の取得による支出3,395百万円であります。 

 「財務活動によるキャッシュ・フロー」は1,583百万円の収入となりました。主なプラス要因は、短期借入金の純

増加額3,402百万円であり、主なマイナス要因は、配当金の支払額1,766百万円であります。 

  

 平成21年10月２日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

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

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



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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 8,668 14,452

受取手形及び売掛金 11,327 16,633

商品及び製品 9,289 14,652

仕掛品 6,256 5,808

原材料及び貯蔵品 17,247 17,454

繰延税金資産 971 1,714

未収消費税等 400 210

その他 3,444 7,985

貸倒引当金 △134 △139

流動資産合計 57,471 78,773

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 26,348 25,541

機械装置及び運搬具（純額） 7,673 7,639

土地 16,182 15,940

建設仮勘定 1,462 1,862

その他（純額） 7,521 3,556

有形固定資産合計 59,188 54,539

無形固定資産   

のれん 667 694

その他 5,746 4,628

無形固定資産合計 6,413 5,323

投資その他の資産   

投資有価証券 11,340 8,598

長期前払費用 390 398

繰延税金資産 277 283

その他 1,283 1,298

投資その他の資産合計 13,291 10,579

固定資産合計 78,894 70,442

資産合計 136,365 149,216



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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   

買掛金 2,936 3,374

短期借入金 14,350 10,298

リース債務 194 15

未払金 2,547 4,207

未払費用 1,361 1,268

前受金 1,056 1,554

未払法人税等 400 1,434

未払消費税等 5 45

繰延税金負債 114 113

製品保証引当金 1,096 1,192

役員賞与引当金 － 25

その他 725 813

流動負債合計 24,788 24,342

固定負債   

新株予約権付社債 2,583 2,583

リース債務 3,908 82

繰延税金負債 1,190 938

再評価に係る繰延税金負債 1,699 1,699

退職給付引当金 878 641

長期未払金 87 －

固定負債合計 10,348 5,945

負債合計 35,136 30,287

純資産の部   

株主資本   

資本金 32,698 32,698

資本剰余金 45,429 45,429

利益剰余金 32,655 50,184

自己株式 △10,544 △10,589

株主資本合計 100,238 117,723

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,703 1,193

繰延ヘッジ損益 739 1,202

土地再評価差額金 1,545 1,545

為替換算調整勘定 △5,223 △4,864

評価・換算差額等合計 △1,235 △922

新株予約権 1,156 828

少数株主持分 1,068 1,300

純資産合計 101,228 118,929

負債純資産合計 136,365 149,216



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 93,704 31,090

売上原価 54,536 26,537

売上総利益 39,167 4,552

販売費及び一般管理費 29,285 19,209

営業利益又は営業損失（△） 9,881 △14,656

営業外収益   

受取利息 83 15

受取配当金 130 99

法人税等還付加算金 － 93

持分法による投資利益 9 －

その他 182 160

営業外収益合計 405 368

営業外費用   

支払利息 53 121

為替差損 1,078 155

支払手数料 70 58

持分法による投資損失 － 110

その他 326 150

営業外費用合計 1,528 596

経常利益又は経常損失（△） 8,759 △14,885

特別利益   

固定資産売却益 11 16

貸倒引当金戻入額 16 －

特別利益合計 27 16

特別損失   

固定資産売却損 1 4

固定資産除却損 69 57

減損損失 14 4

投資有価証券評価損 175 32

その他の投資評価損 2 4

特別損失合計 264 103

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（△）

8,522 △14,972

法人税、住民税及び事業税 4,151 117

法人税等調整額 △257 1,073

法人税等合計 3,893 1,190

少数株主利益又は少数株主損失（△） 150 △417

四半期純利益又は四半期純損失（△） 4,478 △15,744



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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（△）

8,522 △14,972

減価償却費 3,290 3,537

固定資産売却損益（△は益） △9 △12

固定資産除却損 69 57

減損損失 14 4

投資有価証券評価損益（△は益） 175 32

のれん償却額 214 175

株式報酬費用 207 327

持分法による投資損益（△は益） △9 110

投資その他の資産評価損 2 4

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 96 △25

貸倒引当金の増減額（△は減少） △16 2

退職給付引当金の増減額（△は減少） 623 130

製品保証引当金の増減額（△は減少） 459 △96

受取利息及び受取配当金 △213 △114

支払利息 53 121

為替差損益（△は益） 968 343

売上債権の増減額（△は増加） 7,596 5,531

たな卸資産の増減額（△は増加） △7,212 5,099

仕入債務の増減額（△は減少） △1,280 △477

未収消費税等の増減額（△は増加） 133 △189

未払消費税等の増減額（△は減少） △33 △64

未払金の増減額（△は減少） △995 △1,687

役員賞与の支払額 △163 －

その他 710 174

小計 13,205 △1,987

利息及び配当金の受取額 223 115

利息の支払額 △51 △116

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △10,648 2,041

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,728 53

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） △56 △190

投資有価証券の取得による支出 △50 △2,518

関係会社株式の取得による支出 △140 －

有形固定資産の売却による収入 54 44

有形固定資産の取得による支出 △3,629 △3,395

無形固定資産の取得による支出 △1,313 △1,950

その他 △95 15

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,230 △7,996



（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

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） 1,802 3,402

自己株式の処分による収入 71 32

自己株式の取得による支出 △3,280 △0

配当金の支払額 △2,336 △1,766

少数株主への配当金の支払額 △21 △21

その他 △6 △62

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,771 1,583

現金及び現金同等物に係る換算差額 △208 △61

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △6,482 △6,420

現金及び現金同等物の期首残高 17,916 14,255

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 361 457

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,795 8,292



 該当事項はありません。 

  

    前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

  
    当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

  

    前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

  
    当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

  

 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

a． 所在地別セグメント情報

  
日本  

（百万円） 
米州

（百万円）
欧州  

（百万円）

アジア・
オセアニア
（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 
44,666 16,902 30,129 2,005 93,704 － 93,704 

(2）

 

セグメント間の内

部売上高 
41,308 570 990 695 43,564 (43,564) － 

計 85,975 17,472 31,119 2,701 137,268  (43,564) 93,704 

営業利益又は 

営業損失（△） 
10,577 △153 959 △343 11,039 (1,157) 9,881 

  
日本  

（百万円） 
米州

（百万円）
欧州  

（百万円）

アジア・
オセアニア
（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 
12,267 7,820 10,102 900 31,090 － 31,090 

(2）

 

セグメント間の内

部売上高 
 10,836 1,049 557 309  12,752 (12,752) － 

計  23,103 8,869 10,660 1,209 43,842 (12,752) 31,090

営業利益又は 

営業損失（△） 
△12,750 199 △2,501 △515 △15,568 911 △14,656 

b． 海外売上高

  米州 欧州 アジア・オセアニア 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 19,301 30,195 11,862 61,359 

Ⅱ 連結売上高（百万円）  ― ― ― 93,704 

Ⅲ 連結売上高に占める海外

売上高の割合（％） 
20.6 32.2 12.7 65.5 

  米州 欧州 アジア・オセアニア 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 8,644 10,103 3,968 22,715 

Ⅱ 連結売上高（百万円）  ― ― ― 31,090 

Ⅲ 連結売上高に占める海外

売上高の割合（％） 
27.8 32.5  12.8 73.1 

（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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