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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 44,467 △68.2 △9,926 ― △10,134 ― △13,140 ―

21年3月期第3四半期 140,002 ― 13,010 ― 12,900 ― 4,010 ―

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3四半期 △79.96 ―

21年3月期第3四半期 △24.17 ―

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3四半期 146,030 93,098 62.3 553.31
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3四半期  90,930百万円 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3四半期 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3四半期  4,436,950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3四半期 164,344,391株 21年3月期第3四半期 165,913,550株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、中国経済の拡大、大型経済対策、在庫調整の進展
などにより、景気は緩やかな回復基調にあります。しかしながら、製造業を中心に企業の設備過剰感は依
然として高いことから、設備投資の抑制は継続しております。 
 工作機械業界におきましては、中国市場向けの受注額は拡大傾向に転じたものの、日本・北米・欧州の
受注は依然として低迷が続いております。その結果、平成21年暦年の業界累計受注額は4,118億円とな
り、前年の1兆3,011億円の３分の１以下と極めて低い水準となりました。 
 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。 
 工作機械需要の大幅な減少の中で、これらの諸施策を進めてまいりました結果、当第３四半期連結累計
期間における連結受注高は396億９千万円（前年同期比66.5％減）、連結売上高は444億６千７百万円（同
68.2％減）、営業損失は99億２千６百万円、経常損失は101億３千４百万円、そして四半期純損失は131億
４千万円となりました。 
  

当第３四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260億７千４百万円減少
し、1,460億３千万円となりました。主な要因は、「受取手形及び売掛金」の減少151億３百万円、「たな
卸資産」の減少112億４千６百万円、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
59億６千３百万円、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41億１千５
百万円、及び「現金及び預金」の増加108億６百万円、「投資有価証券」の増加13億６千９百万円による
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、138億４千７百万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119億３千９百万円、「社債」、「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増加９億９千５百万円、未払金を含む
「流動負債」の「その他」の減少16億３千４百万円、「未払法人税等」の減少９億２千５百万円によるも
のであります。純資産は、利益剰余金の減少134億６千９百万円、「その他有価証券評価差額金」の増加
14億２千２百万円等により、122億２千６百万円の減少となりました。この結果、当第３四半期連結会計
期間末の自己資本比率は62.3％となりました。 
  
(連結キャッシュ・フローの状況に関する定性的情報) 
 当第３四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66億１千１
百万円増加し、329億８千８百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、94億４千４百
万円の収入となりました（前年同四半期連結累計期間は63億９千１百万円の収入）。主な要因は、税金等
調整前四半期純損失101億９千万円、減価償却費44億９千１百万円、売上債権の減少147億７千万円、たな
卸資産の減少109億７千２百万円、仕入債務の減少116億７千５百万円、法人税等の支払額13億７千１百万
円、及び法人税等の還付額31億９千５百万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、36億７千５百万円の支出となりました（前年同四半期連結累計期間は72億８千１百万円の支出）。主
な要因は、定期預金の純増加額42億円、有形固定資産の取得による支出12億６千４百万円、無形固定資産
の取得による支出８億９千７百万円、及び有形固定資産の売却による収入29億９千３百万円によるもので
あります。財務活動によるキャッシュ・フローは、６億３千９百万円の収入となりました（前年同四半期
連結累計期間は52億８千９百万円の支出）。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、社債の発行による収入50億円、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。 
  

【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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今後のわが国経済の見通しにつきましては、緩やかな景気回復が継続すると見られますが、一方で経済
対策効果の息切れ、雇用・所得環境の悪化、デフレの進行など、景気の下振れリスクもあり、景気回復の
足取りは不安定なものとなることが懸念されます。中でも、設備投資につきましては、投資の抑制傾向が
継続する中での緩やかな回復に留まるものと思われます。 
 工作機械業界におきましては、中国を中心にアジアでの市場拡大が期待されますが、日本・北米・欧州
の需要回復は鈍く、全体としても厳しい需要環境が継続するものと思われます。 
 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。 
 以上を踏まえ、平成21年10月30日公表の平成22年3月期の連結業績予想に変更はございません。 
  

該当事項はありません。 
  

１ 簡便な会計処理 
① 棚卸資産の評価方法 
当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期連結
会計期間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。 
② 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

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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 37,567 26,760

受取手形及び売掛金 16,158 31,262

有価証券 4 4

たな卸資産 35,631 46,878

その他 2,920 8,883

貸倒引当金 △592 △652

流動資産合計 91,690 113,136

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 16,962 17,945

その他（純額） 16,216 20,331

有形固定資産合計 33,178 38,277

無形固定資産 3,574 3,962

投資その他の資産   

投資有価証券 13,958 12,589

その他 3,704 4,217

貸倒引当金 △76 △78

投資その他の資産合計 17,586 16,728

固定資産合計 54,339 58,967

資産合計 146,030 172,104
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 7,310 19,250

短期借入金 264 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 732 1,657

賞与引当金 441 1,272

役員賞与引当金 － 12

その他の引当金 206 469

その他 5,980 7,614

流動負債合計 22,107 44,430

固定負債   

社債 5,000 －

長期借入金 21,685 18,971

退職給付引当金 783 738

その他の引当金 75 70

負ののれん 653 1,040

その他 2,626 1,527

固定負債合計 30,824 22,348

負債合計 52,931 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 39,454 52,924

自己株式 △3,172 △3,169

株主資本合計 95,955 109,429

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △442 △1,865

為替換算調整勘定 △4,581 △4,361

評価・換算差額等合計 △5,024 △6,226

少数株主持分 2,168 2,122

純資産合計 93,098 105,325

負債純資産合計 146,030 172,104
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 140,002 44,467

売上原価 99,015 38,636

売上総利益 40,987 5,831

販売費及び一般管理費 27,977 15,757

営業利益又は営業損失（△） 13,010 △9,926

営業外収益   

受取利息 276 73

受取配当金 417 192

負ののれん償却額 384 390

持分法による投資利益 19 12

その他 406 412

営業外収益合計 1,504 1,082

営業外費用   

支払利息 447 453

為替差損 544 330

その他 621 506

営業外費用合計 1,613 1,290

経常利益又は経常損失（△） 12,900 △10,134

特別利益   

固定資産売却益 － 86

投資有価証券売却益 － 43

特別利益合計 － 130

特別損失   

投資有価証券評価損 3,800 186

特別損失合計 3,800 186

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（△）

9,099 △10,190

法人税等 4,711 2,909

少数株主利益 377 40

四半期純利益又は四半期純損失（△） 4,010 △13,140
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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（△）

9,099 △10,190

減価償却費 5,499 4,491

負ののれん償却額 △384 △390

貸倒引当金の増減額（△は減少） 13 △51

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,464 △849

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △95 △11

退職給付引当金の増減額（△は減少） △263 △4

受取利息及び受取配当金 △693 △266

支払利息 447 453

為替差損益（△は益） 294 △119

持分法による投資損益（△は益） △19 △12

投資有価証券評価損益（△は益） 3,800 186

投資有価証券売却損益（△は益） － △43

固定資産売却損益（△は益） △12 △86

固定資産廃棄損 76 4

売上債権の増減額（△は増加） 11,936 14,770

たな卸資産の増減額（△は増加） △10,592 10,972

仕入債務の増減額（△は減少） △2,776 △11,675

その他 △1,241 445

小計 13,625 7,623

利息及び配当金の受取額 680 307

利息の支払額 △314 △309

法人税等の支払額 △7,600 △1,371

法人税等の還付額 － 3,195

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,391 9,444

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） － △4,200

有形固定資産の取得による支出 △4,911 △1,264

有形固定資産の売却による収入 25 2,993

無形固定資産の取得による支出 △1,895 △897

投資有価証券の取得による支出 △267 △195

投資有価証券の売却による収入 － 87

その他 △233 △199

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,281 △3,675
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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） 151 △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

社債の発行による収入 － 5,000

リース債務の返済による支出 △33 △23

自己株式の売却による収入 12 1

自己株式の取得による支出 △985 △6

少数株主への配当金の支払額 △1 △0

配当金の支払額 △3,329 △328

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,289 639

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,487 203

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △8,667 6,611

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 18,789 32,988
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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３四半期連結累計期間(自平成20年４月１日 至平成20年12月31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 81,641 26,958 25,000 6,402 140,002 ― 140,002

(2) セグメント間の
内部売上高又は
振替高

47,444 112 145 3,272 50,975 (50,975) ―

計 129,085 27,071 25,146 9,674 190,978 (50,975) 140,002

 営業利益 8,908 1,638 2,398 935 13,881 (   871) 13,010

当第３四半期連結累計期間(自平成21年４月１日 至平成21年12月31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 25,459 9,445 6,674 2,887 44,467 ― 44,467

(2) セグメント間の
内部売上高又は
振替高

6,748 29 201 860 7,838 ( 7,838) ―

計 32,207 9,475 6,875 3,747 52,306 ( 7,838) 44,467

 営業損益 △9,627 △679 △835 △164 △11,307 1,381 △9,926
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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、メキシコ 
(2) 欧州……オランダ、ロシア、ドイツ、ルーマニア、イタリア、スウェーデン 
(3) アジア・パシフィック……中国、オーストラリア、韓国 
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３四半期連結累計期間(自平成20年４月１日 至平成20年12月31日)

米州 欧州 アジア・ 
パシフィック 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 27,613 25,319 23,848 76,782

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― 140,002

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％) 19.7 18.1 17.0 54.8

当第３四半期連結累計期間(自平成21年４月１日 至平成21年12月31日)

米州 欧州 アジア・ 
パシフィック 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 9,232 6,718 9,541 25,491

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― 44,467

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％) 20.8 15.1 21.4 57.3

(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３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

受注高 受注残高 受注高 受注残高

ＮＣ旋盤 30,032 10,872 8,787 5,225

マシニングセンタ 57,882 27,113 19,449 14,036

複合加工機 26,138 7,932 9,044 3,975

ＮＣ研削盤 2,779 1,167 575 502

その他 1,721 126 1,833 746

合計 118,554 47,211 39,690 24,487

(2) 販売実績

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

売上高 構成比(％) 売上高 構成比(％)

ＮＣ旋盤 35,553 25.4 10,142 22.8

マシニングセンタ 68,457 48.9 23,292 52.4

複合加工機 31,459 22.5 9,161 20.6

ＮＣ研削盤 2,742 1.9 621 1.4

その他 1,790 1.3 1,248 2.8

合計 140,002 100.0 44,467 100.0
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