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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 2,903 △48.0 △605 ― △633 ― △684 ―

21年3月期第2四半期 5,579 ― 312 ― 272 ― 156 ―

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 △22.94 ―

21年3月期第2四半期 5.24 ―

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 13,767 5,329 38.7 178.54
21年3月期 14,436 5,912 41.0 198.05

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  5,329百万円 21年3月期  5,912百万円

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 ― 3.00 ― ― 3.00
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 6,800 △27.1 △1,100 ― △1,200 ― △1,360 ― △45.55
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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 

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。実際の実績等は、業績の
変化等により、上記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 29,929,996株 21年3月期  29,929,996株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  79,445株 21年3月期  74,578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 29,852,528株 21年3月期第2四半期 29,878,669株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的金融・経済危機に起因する景気停滞局面のな
か、一部で改善の動きが見られたものの全体的な生産活動は低水準であり、企業収益の減少や設備投資の
抑制などが続き依然として厳しい状況下にあります。  
このような厳しい経済環境にあって、当社グループにおきましても新規顧客の開拓、有力海外地域への

販売の強化やあらゆる経費の削減に努めましたものの、当第２四半期連結累計期間の業績は売上高が前年
同四半期比48.0％減の2,903百万円でありました結果、営業損失605百万円、経常損失633百万円、四半期
純損失684百万円となりました。 
海外市場への売上高は前年同四半期比30.6％減の934百万円でありましたが、売上高に占める比率は

32.2%と前年同四半期と比べ8.1ポイント増加しました。 
  

(資産) 
資産は前連結会計年度末に比べ668百万円減少し13,767百万円となりました。このうち流動資産は652

百万円の減少、固定資産は15百万円の減少でありました。  
流動資産の減少の主な要因は、現金及び預金が営業活動によるキャッシュ・アウト104百万円、投資

活動によるキャッシュ・アウト196百万円、財務活動によるキャッシュ・イン204百万円等により107百
万円減少したこと、商品及び製品が281百万円減少、原材料及び貯蔵品が262百万円減少したこと等であ
ります。 
固定資産のうち、有形固定資産は171百万円減少しました。主な要因は、減価償却費の計上285百万

円、設備投資118百万円の実施があったこと等であります。投資その他の資産は156百万円増加しまし
た。主な要因は、投資有価証券が株式の時価の回復等により145百万円増加したこと等であります。 
  
(負債) 
負債は前連結会計年度末に比べ84百万円減少し、8,438百万円となりました。このうち流動負債は293

百万円の減少、固定負債は208百万円の増加でありました。 
流動負債の減少の主な要因は、経費削減による支払手形・買掛金等仕入債務の減少320百万円があっ

たこと等であります。 
固定負債の増加は、長期借入金の増加150百万円等によるものであります。 

  
(純資産) 
純資産は前連結会計年度末に比べ583百万円減少し5,329百万円となりました。株主資本は、第２四半

期累計期間の四半期純損失が684百万円であったこと等により5,322百万円となりました。また、株式の
時価評価等により評価・換算差額等は102百万円増加し6百万円となりました。 
  
(キャッシュ・フローの状況) 
営業活動により流出した資金は104百万円でありました。資金流入の主な要因は、減価償却費285百万

円、たな卸資産の減少437百万円であり、資金流出の主な要因は、税金等調整前四半期純損失672百万
円、仕入債務の減少318百万円であります。 
投資活動により流出した資金は196百万円でありました。主な要因は設備投資であります。 
財務活動により獲得した資金は204百万円でありました。主な要因は借入金の返済による支出2,826百

万円に対し、借入れによる収入が3,050百万円であったことによります。 
以上の結果、現金及び預金同等物の当四半期連結累計期間末残高は前連結会計年度末と比べ、107百

万円減少し1,995百万円となりました。 
  

現時点では平成21年５月15日に公表しました第２四半期連結累計期間ならびに通期の業績予想に変更は
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
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該当事項はありません。 
  

１．一般債権の貸倒見積高の算定方法 
当第２四半期連結累計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がな

いと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。
  
２．棚卸資産の評価方法 

当第２四半期連結累計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の
実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 
また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額

を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 
  
３．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。 
  
４．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 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、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ので、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ます。 
  
５．税金費用の計算 

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。ただし、この計算で
合理性を欠く場合には、税引前四半期純利益を調整のうえ、法定実効税率を用いて税金費用を計算し
ております。 
 なお、法人税等調整額は、法人税、住民税及び事業税に含めて表示しております。 

  

 該当事項はありません。 
  

  

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)

(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：千円）

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 1,995,486 2,102,632

受取手形及び売掛金 1,524,742 1,388,322

商品及び製品 2,031,240 2,312,722

仕掛品 675,910 579,811

原材料及び貯蔵品 489,012 751,481

未収入金 222,992 346,227

その他 176,240 277,996

貸倒引当金 △19,456 △10,251

流動資産合計 7,096,169 7,748,943

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,650,770 1,726,358

機械装置及び運搬具（純額） 1,524,936 1,607,500

土地 1,488,141 1,488,141

リース資産（純額） 356,790 374,742

その他（純額） 99,041 94,809

有形固定資産合計 5,119,681 5,291,551

無形固定資産 19,822 20,176

投資その他の資産   

投資有価証券 929,193 783,269

長期貸付金 4,514 4,779

長期預金 300,000 300,000

差入保証金 94,637 95,705

保険積立金 224,603 217,795

その他 17,076 11,849

貸倒引当金 △37,907 △37,908

投資その他の資産合計 1,532,117 1,375,491

固定資産合計 6,671,621 6,687,220

資産合計 13,767,791 14,436,163
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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 369,944 690,152

短期借入金 3,607,332 3,534,872

未払法人税等 19,961 21,000

賞与引当金 134,372 135,356

未払費用 46,804 49,435

その他 219,371 260,190

流動負債合計 4,397,784 4,691,006

固定負債   

長期借入金 2,279,434 2,128,490

リース債務 334,050 352,067

長期未払金 391,939 －

役員退職慰労引当金 － 388,176

退職給付引当金 1,008,104 963,581

繰延税金負債 27,042 －

固定負債合計 4,040,570 3,832,315

負債合計 8,438,355 8,523,321

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,099,194 3,099,194

資本剰余金 3,057,132 3,057,132

利益剰余金 △813,865 △129,085

自己株式 △19,836 △19,053

株主資本合計 5,322,624 6,008,187

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 39,400 △80,000

為替換算調整勘定 △32,590 △15,345

評価・換算差額等合計 6,810 △95,345

純資産合計 5,329,435 5,912,842

負債純資産合計 13,767,791 14,436,163
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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）

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 5,579,919 2,903,492

売上原価 3,888,604 2,499,805

売上総利益 1,691,315 403,687

販売費及び一般管理費 1,378,728 1,009,413

営業利益又は営業損失（△） 312,587 △605,726

営業外収益   

受取利息 1,572 630

受取配当金 15,920 11,908

助成金収入 － 14,982

その他 15,066 9,355

営業外収益合計 32,559 36,876

営業外費用   

支払利息 39,317 51,192

手形売却損 6,446 1,850

支払手数料 18,000 －

為替差損 5,415 11,470

その他 3,130 91

営業外費用合計 72,310 64,603

経常利益又は経常損失（△） 272,836 △633,453

特別利益   

固定資産売却益 － 80

貸倒引当金戻入額 3,343 －

特別利益合計 3,343 80

特別損失   

固定資産除却損 4,024 5,357

投資有価証券評価損 － 1,858

減損損失 6,537 －

一時帰休費用 － 32,388

特別損失合計 10,562 39,604

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（△）

265,616 △672,976

法人税、住民税及び事業税 109,134 11,803

四半期純利益又は四半期純損失（△） 156,481 △684,779
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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）

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（△）

265,616 △672,976

減価償却費 259,336 285,502

減損損失 6,537 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 1,858

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,975 9,204

受取利息及び受取配当金 △17,492 △12,538

支払利息 39,317 51,192

手形売却損 6,446 1,850

為替差損益（△は益） △4,366 8,169

有形固定資産売却損益（△は益） 4,024 △80

有形固定資産除却損 － 5,357

売上債権の増減額（△は増加） 249,630 1,349

たな卸資産の増減額（△は増加） △84,320 437,049

仕入債務の増減額（△は減少） △112,839 △318,296

その他 △33,023 71,878

小計 574,893 △130,480

利息及び配当金の受取額 17,492 11,058

利息の支払額 △39,630 △51,860

手形売却に伴う支払額 △6,446 －

法人税等の還付額 － 79,669

法人税等の支払額 △70,962 △12,808

営業活動によるキャッシュ・フロー 475,346 △104,420

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 △395,146 △184,774

有形固定資産の売却による収入 － 200

無形固定資産の取得による支出 △500 －

投資有価証券の取得による支出 △1,298 △1,339

貸付けによる支出 － △2,308

貸付金の回収による収入 4,436 2,574

その他 △1,597 △11,070

投資活動によるキャッシュ・フロー △394,105 △196,719

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 300,000 2,200,000

短期借入金の返済による支出 △268,000 △2,200,000

長期借入れによる収入 350,000 850,000

長期借入金の返済による支出 △599,096 △626,596

自己株式の取得による支出 △3,942 △783

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △17,470

配当金の支払額 △89,235 △162

財務活動によるキャッシュ・フロー △310,274 204,987

現金及び現金同等物に係る換算差額 4,782 △10,993

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △224,250 △107,146

現金及び現金同等物の期首残高 1,197,757 2,102,632

現金及び現金同等物の四半期末残高 973,506 1,995,486
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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。 

  

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) 

  

事業の種類として、超硬合金・工具の製造および製品等の販売を営んでいる単一事業のため、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。 

  

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) 

  

事業の種類として、超硬合金・工具の製造および製品等の販売を営んでいる単一事業のため、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。 

  

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) 

  

全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメン

ト情報の記載を省略しております。 

  

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) 

  

全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメン

ト情報の記載を省略しております。 

  

(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】

【所在地別セグメント情報】
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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) 

  

 
(注) １ 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。 

２ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

３ 各区分に属する主な国又は地域 

 (1) 北米………………米国・カナダ 

 (2) 西欧………………イギリス・イタリア・ドイツ 

 (3) アジア……………韓国・中国・タイ 

 (4) その他の地域……ブラジル・ロシア 

  

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) 

  

 
(注) １ 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。 

２ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

３ 各区分に属する主な国又は地域 

 (1) 北米………………米国・カナダ 

 (2) 西欧………………イギリス・イタリア・ドイツ 

 (3) アジア……………韓国・中国・タイ・インド 

 (4) その他の地域……ブラジル・ロシア 

  

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。 

  

【海外売上高】

北米 西欧 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 256,246 299,567 672,829 116,705 1,345,348

Ⅱ 連結売上高(千円) 5,579,919

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

4.6 5.4 12.0 2.1 24.1

北米 西欧 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 161,983 142,544 582,692 47,035 934,255

Ⅱ 連結売上高(千円) 2,903,492

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

5.6 4.9 20.1 1.6 32.2

(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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① 生産実績 

 
   (注) １ 金額は販売価格で表示しております。 

   ２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

② 受注実績 

 
   (注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

③ 販売実績 

 
   (注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

6. その他の情報

製品区分

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

前連結会計年度
自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％)

焼肌チップ 1,193,560 21.8 582,975 23.7 1,844,266 20.1

切削工具 3,081,115 56.2 1,301,393 53.0 5,312,147 57.8

耐摩耗工具 1,205,803 22.0 570,150 23.2 2,037,030 22.1

その他 1,640 0.0 774 0.1 3,099 0.0

合計 5,482,118 100.0 2,455,292 100.0 9,196,542 100.0

製品区分

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

前連結会計年度
自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日

受注高(千円) 受注残高(千円) 受注高(千円) 受注残高(千円) 受注高(千円) 受注残高(千円)

焼肌チップ 1,146,210 77,379 624,804 57,510 1,746,243 22,814

切削工具 3,094,582 471,125 1,743,167 252,610 5,034,523 225,118

耐摩耗工具 1,219,265 286,226 643,963 175,308 1,931,522 118,830

その他 8,717 5,794 11,204 1,085 24,364 105

合計 5,468,774 840,524 3,023,138 486,513 8,736,652 366,867

製品区分

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

前連結会計年度
自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％)

焼肌チップ 1,169,067 21.0 590,108 20.3 1,823,665 19.6

切削工具 3,145,021 56.4 1,715,675 59.1 5,330,969 57.2

耐摩耗工具 1,251,744 22.4 587,485 20.2 2,131,397 22.9

その他 14,087 0.2 10,224 0.4 35,423 0.3

合計 5,579,919 100.0 2,903,492 100.0 9,321,454 100.0
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