
平成22年3月期 第2四半期決算短信 

平成21年11月9日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 日本トムソン株式会社 上場取引所 東 

コード番号 6480 URL http://www.ikont.co.jp
代表者 （役職名） 取締役社長 （氏名） 山下 皓

問合せ先責任者 （役職名） 経理部長 （氏名） 牛越 今朝明 TEL 03-3448-5824
四半期報告書提出予定日 平成21年11月13日 配当支払開始予定日 平成21年12月9日

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 10,352 △59.7 △2,726 ― △2,656 ― △1,789 ―

21年3月期第2四半期 25,718 ― 3,514 ― 3,582 ― 2,150 ―

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 △24.36 ―

21年3月期第2四半期 29.27 26.41

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 78,445 54,871 70.0 747.01
21年3月期 81,021 55,733 68.8 758.70

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  54,871百万円 21年3月期  55,733百万円

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  

22年3月期の1株当たり配当金予想額は、現時点では未定であります。 

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 ― 8.00 ― 3.00 11.00

22年3月期 ― 3.00

22年3月期 
（予想）

― ― ―

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  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 24,500 △40.7 △5,000 ― △5,000 ― △3,000 ― △40.84
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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 

１．上記の予想は、本資料の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、実際の実績は今後様々な要因により異なる可能性があり
ます。なお、上記予想に関する事項は、4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参照ください。 
２．平成22年3月期の1株当たり配当金予想額につきましては、経営環境の先行きが不透明であることから現時点では未定とし、業績の動向等を勘案した
上で、開示が可能となった時点で速やかに開示いたします。 

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 73,499,875株 21年3月期  73,499,875株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  44,122株 21年3月期  40,737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 73,456,812株 21年3月期第2四半期 73,465,579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、政府の景気対策の効果や在庫調整の進展による生

産活動の持ち直しなど、昨年秋以来の急激な景気後退局面からは一部に改善の動きが見られました。しか

し、雇用情勢や民間設備投資等は依然として厳しい状況が続いており、先行きの不透明感は払拭されない

まま推移しました。また、海外におきましては、アジア地域に景気回復の兆しが見えはじめましたが、欧

米諸国の景気は低調に推移しました。 

 このような情勢のもとで、当社グループといたしましては、収益構造の改善を 優先課題として推進し

てまいりました。 

 販売面につきましては、「ユーザーに密着した提案型営業活動」を積極的に展開し、既存顧客の取引深

耕や新規顧客の需要開拓に努めてまいりました。生産面につきましては、需要動向を見極めながら生産体

制の適正化、製造コストの低減に努めました。 

 しかしながら、一部の業種に需要の持ち直しが出はじめているものの、製造業全般にわたる設備投資の

抑制や在庫調整等による生産活動の大幅な収縮の影響が大きく、当第２四半期連結累計期間の連結売上高

は10,352百万円(前年同期比59.7%減)となりました。収益面につきましては、大幅な売上高の減少とそれ

に伴う操業度の低下等のため、営業損失は2,726百万円(前年同期は営業利益3,514百万円)となり、経常損

失は2,656百万円(前年同期は経常利益3,582百万円)、四半期純損失は1,789百万円(前年同期は四半期純利

益2,150百万円)となりました。 

事業の種類別セグメントの業績につきましては、当社グループは、針状ころ軸受および直動案内機器等

（以下、軸受等）ならびに諸機械部品の製造・販売を単一の事業として運営しているため、事業の種類別

セグメントおよび事業部門は一括して記載しております。なお、部門別では、軸受等の売上高は9,117百

万円(前年同期比58.9%減)、諸機械部品の売上高は1,235百万円(前年同期比65.2%減)となりました。 

  

 
  

所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

①日本 

 国内市場は、エレクトロニクス関連産業等の一部の業種に需要の持ち直しが出はじめましたが、製造業

全般にわたる設備投資の抑制姿勢は継続されており、前年同期に比べて大幅に減少しました。輸出につき

ましては、中国の景気刺激策の効果等もあり、アジア地域向けが持ち直しの兆しを見せておりますが、世

界経済の大幅な落ち込みによる需要の減少が大きかったことに加え、為替変動によるマイナス影響も受け

ました結果、売上高は7,236百万円(前年同期比64.0%減)となり、営業損失は2,484百万円(前年同期は営業

利益3,096百万円)となりました。 

②北米 

 北米地域は、代理店やエレクトロニクス関連機器、精密機械向け等の受注が大きく減少したことに加

え、為替変動によるマイナス影響を受けました結果、売上高は1,365百万円(前年同期比43.9%減)となり、

営業損失は29百万円(前年同期は営業利益220百万円)となりました。 

③欧州 

 欧州地域は、景気低迷の影響により、代理店やエレクトロニクス関連機器向け等の受注が大幅に減少し

たことに加え、為替変動によるマイナス影響を受けました結果、売上高は1,338百万円(前年同期比57.8%

減)となり、営業損失は41百万円(前年同期は営業利益250百万円)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

部門別売上高 （単位 百万円）

区  分

前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間

比 較 増 減（自 平成20年 4月 1日 （自 平成21年 4月 1日
至 平成20年 9月30日） 至 平成21年 9月30日）

金額 比率 金額 比率 金額 伸び率

% % %

軸受等 22,166 86.2 9,117 88.1 △13,049 △58.9

諸機械部品 3,552 13.8 1,235 11.9 △2,316 △65.2

売上高合計 25,718 100.0 10,352 100.0 △15,366 △59.7
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①資産、負債および純資産の状況 

資産は、前連結会計年度末に比べ2,575百万円減少し78,445百万円となりました。これは主に、受取手

形及び売掛金1,596百万円、製品、仕掛品等のたな卸資産1,360百万円等の減少と、投資有価証券737百万

円等の増加によるものであります。 

負債は、前連結会計年度末に比べ1,714百万円減少し23,574百万円となりました。これは主に、支払手

形及び買掛金3,762百万円、未払費用587百万円等の減少と、社債2,000百万円、長期借入金1,722百万円等

の増加によるものであります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ861百万円減少し54,871百万円となりました。これは主に、利益剰

余金1,727百万円減少、評価・換算差額等が867百万円増加したことなどによるものであります。  

②キャッシュ・フローの状況 

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、前連結会計年度末に比べ392百万円増加

し12,951百万円となりました。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動により支出されたキャッシュ・フローは510百万円となりました。これは主に、減価償却費

1,425百万円、売上債権の減少額1,772百万円、たな卸資産の減少額1,644百万円、法人税等の還付額1,182

百万円等による収入と、税金等調整前四半期純損失2,709百万円、仕入債務の減少額3,944百万円等の支出

との差額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) 

投資活動により支出されたキャッシュ・フローは2,899百万円となりました。これは主に、有形固定資

産の取得による支出2,844百万円等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) 

財務活動により得られたキャッシュ・フローは3,387百万円となりました。これは主に、社債の発行に

よる収入2,000百万円、長期借入れによる収入2,000百万円、長期借入金の返済による支出277百万円、配

当金の支払額221百万円等によるものであります。 

  

今後の見通しにつきましては、各国の景気対策等の効果により世界経済は徐々に持ち直してくるものと期

待されますが、大幅に後退した景気が本格的に回復するには今しばらくの期間を要すると思われます。 

 このような状況の中で当社グループにおきましては、積極的な営業展開を推進中であり、主要な需要業界

からの引合いも増加傾向に転じております。今後、更なる受注の拡大に向け、販売面の一層の強化に努めて

まいります。また、激しく変化する経営環境への対応力を高め、経営基盤を一層強固なものとすべく、より

筋肉質な財務体質を構築するとともに、社内体制の整備・改革や経費削減、原価低減等に引き続き注力して

まいります。このような状況を踏まえ、通期の業績予想につきましては、連結売上高24,500百万円、営業損

失5,000百万円、経常損失5,000百万円、当期純損失3,000百万円を見込んでおります。 

  
  

 該当事項はありません。 

  

①簡便な会計処理 

・固定資産の減価償却の算定方法 

 固定資産の年度中の取得、売却または除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額を期間

按分する方法によっております。 

 なお、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. 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) 簡便な会計処理および四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
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・繰延税金資産およ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。 

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 

 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行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行税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

(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 12,994 12,559

受取手形及び売掛金 5,122 6,719

商品及び製品 14,553 15,696

仕掛品 8,770 8,867

原材料及び貯蔵品 6,314 6,434

その他 2,886 3,590

貸倒引当金 △31 △22

流動資産合計 50,609 53,844

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 7,760 8,003

その他（純額） 11,363 10,841

有形固定資産合計 19,124 18,844

無形固定資産 228 250

投資その他の資産   

投資有価証券 5,612 4,874

その他 2,963 3,313

貸倒引当金 △92 △106

投資その他の資産合計 8,483 8,081

固定資産合計 27,836 27,177

資産合計 78,445 81,021

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,912 6,675

短期借入金 187 284

1年内返済予定の長期借入金 1,075 555

未払法人税等 55 164

役員賞与引当金 0 46

その他 1,894 3,645

流動負債合計 6,124 11,370

固定負債   

社債 2,000 －

長期借入金 13,369 12,167

退職給付引当金 1,499 1,200

役員退職慰労引当金 － 275

その他 580 273

固定負債合計 17,449 13,917

負債合計 23,574 25,288
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,532 9,532

資本剰余金 12,886 12,886

利益剰余金 32,902 34,630

自己株式 △39 △37

株主資本合計 55,282 57,011

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 991 475

為替換算調整勘定 △1,402 △1,753

評価・換算差額等合計 △410 △1,278

純資産合計 54,871 55,733

負債純資産合計 78,445 81,021
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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 25,718 10,352

売上原価 16,575 8,799

売上総利益 9,143 1,553

販売費及び一般管理費 5,628 4,280

営業利益又は営業損失（△） 3,514 △2,726

営業外収益   

受取利息 49 8

受取配当金 89 63

助成金収入 － 149

その他 70 89

営業外収益合計 209 310

営業外費用   

支払利息 21 114

売上割引 32 13

固定資産除却損 33 34

為替差損 36 30

その他 17 47

営業外費用合計 142 240

経常利益又は経常損失（△） 3,582 △2,656

特別利益   

投資有価証券売却益 4 －

特別利益合計 4 －

特別損失   

投資有価証券評価損 3 52

特別損失合計 3 52

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（△）

3,583 △2,709

法人税等 1,433 △920

四半期純利益又は四半期純損失（△） 2,150 △1,789
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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（△）

3,583 △2,709

減価償却費 1,525 1,425

引当金の増減額（△は減少） 13 15

受取利息及び受取配当金 △138 △72

支払利息 21 114

固定資産除却損 － 34

投資有価証券評価損益（△は益） － 52

売上債権の増減額（△は増加） 582 1,772

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,190 1,644

仕入債務の増減額（△は減少） 630 △3,944

未払費用の増減額（△は減少） － △640

その他 △87 664

小計 3,939 △1,641

利息及び配当金の受取額 138 72

利息の支払額 △21 △123

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △1,368 1,182

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,688 △510

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 800 －

有形固定資産の取得による支出 △1,626 △2,844

その他 102 △55

投資活動によるキャッシュ・フロー △723 △2,899

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） △139 △111

長期借入れによる収入 6,000 2,000

長期借入金の返済による支出 － △277

社債の発行による収入 － 2,000

転換社債の償還による支出 △7,586 －

配当金の支払額 △587 △221

その他 △2 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,315 3,387

現金及び現金同等物に係る換算差額 △105 99

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △456 77

現金及び現金同等物の期首残高 14,004 12,559

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 315

現金及び現金同等物の四半期末残高 13,548 12,951
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 該当事項はありません。 

  

所在地別セグメント情報 
  

 

 
  
海外売上高 

  

 

 
  

 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

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）

北米
（百万円）

欧州
（百万円）

計
（百万円）

消去または 
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

20,113 2,435 3,170 25,718 ― 25,718

 （2） セグメント間の内部 
     売上高または振替高

3,869 3 10 3,883 (3,883) ―

計 23,982 2,439 3,180 29,602 (3,883) 25,718

 営業利益 3,096 220 250 3,567 (52) 3,514

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）

北米
（百万円）

欧州
（百万円）

その他の
地域 

（百万円）

計
（百万円）

消去または 
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

7,236 1,365 1,338 412 10,352 ― 10,352

 （2） セグメント間の内部 
     売上高または振替高

1,746 2 2 43 1,795 (1,795) ―

計 8,982 1,367 1,341 456 12,148 (1,795) 10,352

 営業利益または営業損失(△) △ 2,484 △ 29 △ 41 1 △ 2,553 (172) △ 2,726

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 アジア他 計

Ⅰ 海外売上高 （百万円） 2,882 3,224 3,673 9,780

Ⅱ 連結売上高 （百万円） ― ― ― 25,718

Ⅲ 連結売上高に占める 
   海外売上高の割合(%)

11.2 12.5 14.3 38.0

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 アジア他 計

Ⅰ 海外売上高 （百万円） 1,555 1,371 1,484 4,411

Ⅱ 連結売上高 （百万円） ― ― ― 10,352

Ⅲ 連結売上高に占める 
   海外売上高の割合(%)

15.0 13.2 14.4 42.6

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

10

日本トムソン㈱(6480)平成22年3月期　第２四半期決算短信

10




