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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 29,790 △71.0 △6,283 ― △6,492 ― △9,382 ―

21年3月期第2四半期 102,660 ― 12,288 ― 12,489 ― 5,464 ―

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 △57.09 ―

21年3月期第2四半期 32.84 ―

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 144,419 97,015 65.6 576.66
21年3月期 172,104 105,325 60.0 627.95

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  94,771百万円 21年3月期  103,203百万円

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 ― 9.00 ― 2.00 11.00

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 62,000 △63.0 △12,000 ― △12,300 ― △15,500 ― △94.31
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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） 

(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 

 業績予想につきましては、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、実際の業績は今後様々な不確定要因によって予想数値と
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2四半期 168,775,770株 21年3月期  168,775,770株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  4,432,126株 21年3月期  4,426,232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 164,346,126株 21年3月期第2四半期 166,359,845株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、在庫調整の進展、中国等アジア経済の改善を背景
として輸出、生産の増加が見られるなど、昨年９月の金融危機発生以来の経済の大収縮局面から緩やかな
回復に転じてきております。個人消費においても、景気対策の効果で持ち直し傾向にあります。 
 しかしながら、企業収益は依然低水準であり、設備過剰感の高まりを主要因として、設備投資は大幅に
悪化したままで推移しております。 
 工作機械業界におきましては、業界受注額を見ると平成21年１月を底に増加の傾向を示しているもの
の、本年１月から９月までの累計受注額は前年同期比77％減と極めて低い水準にあります。 
 このような状況の中で当企業グループは、顧客拡大、生産改革、そして体質強化のための諸施策を全力
で進めてまいりました。 
 顧客拡大につきましては、中国、ロシア、インド等新興工業国を中心とした販売体制強化、発電機・航
空機・車両・船舶などのインフラ関連産業向けを始めグローバルに顧客を拡げる新商品開発、機電融合の
オンリーワン技術を展開するソリューション力強化を進めてまいりました。 
 グローバル販売体制強化において、本年８月に中国上海市郊外に展示場及び新鋭サービス工場を有する
中国最大クラスの拠点を開設、さらに本年９月にモスクワに現地法人を設立し、テクニカルセンターを開
設するなど、新興工業国を中心とした販売、サービス機能の拡充を進めております。 
 新商品・新技術開発においては、大型部品加工での強みをさらに拡げる門形ターニングセンタ「VTRシ
リーズ」、大型複合加工機「MULTUS B750」などを開発、市場投入してまいりました。さらに、新たなオ
ンリーワン技術として最適な加工条件を探索する「加工ナビ」を開発、リリースいたしました。 
 生産改革につきましては、生産量に合わせて最適な生産を行い、需要拡大期にいち早く生産拡大を進め
るための国内２工場の集中生産体制により、生産リードタイムの短縮、生産効率の向上に努めてまいりま
した。 
 体質強化につきましては、生産改革による効率向上、棚卸資産の圧縮に加え、経費の圧縮、コストダウ
ン、品質のさらなる向上、教育による社員の能力向上により、不況期での収益確保、成長期での収益拡大
への体制づくりに努めてまいりました。 
 工作機械需要の大幅な減少の中で、これら諸施策を進めてまいりました結果、当第２四半期連結累計期
間における連結受注高は241億６千６百万円（前年同期比75.5％減）、連結売上高は297億９千万円（同
71.0％減）、営業損失は62億８千３百万円、経常損失は64億９千２百万円、そして四半期純損失は93億８
千２百万円となりました。 
  

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比較して276億８千４百万円減少
し、1,444億１千９百万円となりました。主な要因は、「受取手形及び売掛金」の減少146億６千５百万
円、「たな卸資産」の減少88億４千３百万円、繰延税金資産及び未収入金を含む「流動資産」の「その
他」の減少59億円、機械装置及び運搬具を含む「有形固定資産」の「その他（純額）」の減少33億８千８
百万円、及び「現金及び預金」の増加42億８千９百万円、「投資有価証券」の増加17億１千８百万円によ
るものであります。また、負債は前連結会計年度末と比較して、193億７千４百万円減少いたしました。
主な要因は、「支払手形及び買掛金」の減少133億４千６百万円、「短期借入金」、「1年内返済予定の長
期借入金」及び「長期借入金」を合わせた有利子負債の減少39億８千７百万円、未払金を含む「流動負
債」の「その他」の減少17億１百万円、「未払法人税等」の減少９億５百万円によるものであります。純
資産は、利益剰余金の減少97億１千１百万円、「その他有価証券評価差額金」の増加16億８千５百万円等
により、83億１千万円の減少となりました。この結果、当第２四半期連結会計期間末の自己資本比率は
65.6％となりました。 
  

【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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(連結キャッシュ・フローの状況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現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して15億９千６
百万円増加し、279億７千３百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、76億７千７百
万円の収入となりました（前年同四半期連結累計期間は97億１千５百万円の収入）。主な要因は、税金等
調整前四半期純損失63億６千８百万円、減価償却費28億１千４百万円、売上債権の減少143億４千８百万
円、たな卸資産の減少84億６千４百万円、仕入債務の減少131億９千７百万円、法人税等の支払額11億４
千２百万円、及び法人税等の還付額31億２千４百万円によるものであります。投資活動によるキャッシ
ュ・フローは、17億４千３百万円の支出となりました（前年同四半期連結累計期間は57億１千６百万円の
支出）。主な要因は、定期預金の純増加額27億円、有形固定資産の取得による支出11億７千１百万円、無
形固定資産の取得による支出７億１千４百万円、及び有形固定資産の売却による収入29億８千９百万円に
よるものであります。財務活動によるキャッシュ・フローは、43億５千１百万円の支出となりました（前
年同四半期連結累計期間は28億３千２百万円の支出）。主な要因は、短期借入金の減少70億円、長期借入
による収入70億円、長期借入金の返済による支出40億２百万円、及び配当金の支払額３億２千８百万円に
よるものであります。 
  

今後のわが国経済の見通しにつきましては、景気は次第に持ち直しに向かうと見られますが、雇用・所
得環境の悪化、企業収益の伸び悩み、設備投資の抑制、更には円高の進展などから、その回復力は弱いも
のとなることが懸念されます。 
 工作機械業界におきましては、世界的な設備投資抑制の傾向が続く中、今後の需要回復レベル、需要回
復スピードについては依然不透明な状況が続くことが予想されます。 
 このような状況の下で当企業グループは、これまで進めてきた競争力強化のための顧客拡大、生産改
革、体質強化の諸施策を迅速かつさらに加速して進めてまいります。また、これら諸施策の遂行により、
中・長期的な成長力の強化に結びつけてまいります。 
 しかしながら、工作機械需要の足下の水準は、期初の想定を大きく下回るものであり、これに対して、
収益確保に向けた諸施策で補いきれず、平成21年４月30日に公表いたしました平成22年３月期の通期業績
予想を平成21年９月24日付で修正しております。 
 通期の連結業績予想につきましては、下表のとおりであります。 
  

   

該当事項はありません。 
  

１ 簡便な会計処理 
① 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 
① 税金費用の計算 
当連結会計年度の税引前当期純損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、
税引前四半期純損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。ただし、当
該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実
効税率を使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。 

  

該当事項はありません。 

3. 連結業績予想に関する定性的情報

売上高 営業損益 経常損益 当期純損益 １株当たり 
当期純損益

（億円） （億円） （億円） （億円） （円）
平成22年３月期（予想） 620 △120 △123 △155 △94.31

平成21年３月期（実績） 1,673 120 124 39 24.14

増減率 △63.0％ ― ― ― ―

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 31,050 26,760

受取手形及び売掛金 16,596 31,262

有価証券 4 4

たな卸資産 38,034 46,878

その他 2,983 8,883

貸倒引当金 △601 △652

流動資産合計 88,067 113,136

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 17,238 17,945

その他（純額） 16,943 20,331

有形固定資産合計 34,181 38,277

無形固定資産 3,977 3,962

投資その他の資産   

投資有価証券 14,307 12,589

その他 3,970 4,217

貸倒引当金 △83 △78

投資その他の資産合計 18,193 16,728

固定資産合計 56,352 58,967

資産合計 144,419 172,104
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（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   

支払手形及び買掛金 5,903 19,250

短期借入金 281 7,266

1年内返済予定の長期借入金 7,171 6,888

未払法人税等 751 1,657

賞与引当金 1,174 1,272

役員賞与引当金 － 12

その他の引当金 260 469

その他 5,912 7,614

流動負債合計 21,455 44,430

固定負債   

長期借入金 21,685 18,971

退職給付引当金 784 738

その他の引当金 72 70

負ののれん 783 1,040

その他 2,623 1,527

固定負債合計 25,948 22,348

負債合計 47,404 66,778

純資産の部   

株主資本   

資本金 18,000 18,000

資本剰余金 41,673 41,674

利益剰余金 43,213 52,924

自己株式 △3,171 △3,169

株主資本合計 99,715 109,429

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △179 △1,865

為替換算調整勘定 △4,765 △4,361

評価・換算差額等合計 △4,944 △6,226

少数株主持分 2,244 2,122

純資産合計 97,015 105,325

負債純資産合計 144,419 172,104
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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：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 102,660 29,790

売上原価 71,408 25,480

売上総利益 31,252 4,309

販売費及び一般管理費 18,963 10,593

営業利益又は営業損失（△） 12,288 △6,283

営業外収益   

受取利息 211 45

受取配当金 321 116

負ののれん償却額 256 259

持分法による投資利益 16 13

その他 398 328

営業外収益合計 1,205 763

営業外費用   

支払利息 296 300

為替差損 337 353

その他 370 317

営業外費用合計 1,004 972

経常利益又は経常損失（△） 12,489 △6,492

特別利益   

固定資産売却益 － 86

投資有価証券売却益 － 37

特別利益合計 － 123

特別損失   

投資有価証券評価損 2,514 －

特別損失合計 2,514 －

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（△）

9,975 △6,368

法人税等 4,246 2,981

少数株主利益 264 32

四半期純利益又は四半期純損失（△） 5,464 △9,382
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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（△）

9,975 △6,368

減価償却費 3,598 2,814

負ののれん償却額 △256 △259

貸倒引当金の増減額（△は減少） △25 △31

賞与引当金の増減額（△は減少） △283 △117

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △59 △11

退職給付引当金の増減額（△は減少） △167 △15

受取利息及び受取配当金 △533 △162

支払利息 296 300

為替差損益（△は益） 1,152 △50

持分法による投資損益（△は益） △16 △13

投資有価証券評価損益（△は益） 2,514 －

投資有価証券売却損益（△は益） － △37

固定資産売却損益（△は益） △3 △86

固定資産廃棄損 28 3

売上債権の増減額（△は増加） 3,033 14,348

たな卸資産の増減額（△は増加） △6,233 8,464

仕入債務の増減額（△は減少） △151 △13,197

その他 376 225

小計 13,242 5,805

利息及び配当金の受取額 416 193

利息の支払額 △299 △303

法人税等の支払額 △3,644 △1,142

法人税等の還付額 － 3,124

営業活動によるキャッシュ・フロー 9,715 7,677

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の純増減額（△は増加） － △2,700

有形固定資産の取得による支出 △4,225 △1,171

有形固定資産の売却による収入 17 2,989

無形固定資産の取得による支出 △1,335 △714

投資有価証券の取得による支出 △8 △90

投資有価証券の売却による収入 － 88

その他 △164 △146

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,716 △1,743
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（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） 149 △7,000

長期借入れによる収入 4,000 7,000

長期借入金の返済による支出 △5,102 △4,002

リース債務の返済による支出 △26 △16

自己株式の売却による収入 6 1

自己株式の取得による支出 △26 △3

少数株主への配当金の支払額 △1 △0

配当金の支払額 △1,831 △328

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,832 △4,351

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,677 14

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,511 1,596

現金及び現金同等物の期首残高 27,456 26,376

現金及び現金同等物の四半期末残高 25,945 27,973
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該当事項はありません。 
  

当グループの事業は、一般機械の製造・販売業という単一セグメントでありますので、事業の種類
別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

  

 
  

  

   
(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……アメリカ 
(2) 欧州……ドイツ 
(3) アジア・パシフィック……中国、台湾、オーストラリア 

  

(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】

【所在地別セグメント情報】
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)

日本 
(百万円)

米州 
(百万円)

欧州 
(百万円)

アジア・パ
シフィック
（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 59,114 19,561 19,414 4,569 102,660 ― 102,660

(2) セグメント間の
内部売上高又は
振替高

35,557 80 111 2,302 38,052 (38,052) ―

計 94,672 19,642 19,526 6,871 140,713 (38,052) 102,660

 営業利益 8,401 1,237 2,059 729 12,428 (   139) 12,288

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)

日本 
(百万円)

米州 
(百万円)

欧州 
(百万円)

アジア・パ
シフィック
（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 17,892 6,048 4,188 1,661 29,790 ― 29,790

(2) セグメント間の
内部売上高又は
振替高

4,942 25 125 757 5,850 ( 5,850) ―

計 22,834 6,073 4,313 2,418 35,640 ( 5,850) 29,790

 営業損益 △5,863 △468 △455 △145 △6,933 650 △6,283
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(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 各区分に属する主な国又は地域 
(1) 米州……アメリカ、ブラジル 
(2) 欧州……オランダ、ルーマニア、ドイツ、ロシア、イタリア 
(3) アジア・パシフィック……中国、韓国、オーストラリア、インドネシア 
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す。 

  

該当事項はありません。 
  

【海外売上高】
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)

米州 欧州 アジア・ 
パシフィック 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 19,804 19,723 17,557 57,084

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― 102,660

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％) 19.3 19.2 17.1 55.6

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)

米州 欧州 アジア・ 
パシフィック 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 6,087 4,239 6,603 16,931

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― 29,790

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％) 20.4 14.2 22.2 56.8

(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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製品別受注及び販売の状況 

   
(注) 受注高、受注残高には消費税等は含まれておりません。 

  

   
(注) 売上高には消費税等は含まれておりません。 
  

6. その他の情報

(1) 受注状況

(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)

受注高 受注残高 受注高 受注残高

ＮＣ旋盤 25,092 15,553 4,460 4,466

マシニングセンタ 49,122 37,061 12,842 14,408

複合加工機 20,549 10,109 5,227 3,680

ＮＣ研削盤 2,502 1,630 416 523

その他 1,351 263 1,220 561

合計 98,618 64,617 24,166 23,640

(2) 販売実績

(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 構成比(％) 売上高 構成比(％)

ＮＣ旋盤 25,932 25.3 6,574 22.1

マシニングセンタ 49,749 48.5 16,314 54.8

複合加工機 23,692 23.1 5,639 18.9

ＮＣ研削盤 2,002 1.9 441 1.5

その他 1,283 1.2 819 2.7

合計 102,660 100.0 29,790 100.0
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