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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 4,725 △40.0 △709 ― △760 ― △918 ―

21年3月期第3四半期 7,878 ― 207 ― 117 ― 14 ―

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 △30.76 ―

21年3月期第3四半期 0.47 ―

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 13,716 5,089 37.1 170.52
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3四半期  5,089百万円 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 ― 0.00 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3四半期 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3四半期  80,741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3四半期 29,851,602株 21年3月期第3四半期 29,874,288株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、中国などアジア向け需要拡大により生産や輸出に持
ち直しの兆しが見られたものの、円高の進行やデフレの長期化が予想されるなど先行きに対する不安は強
く、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業績の回復に向けて各種施策を継続

して実施しておりますが、当第３四半期連結累計期間の業績は売上高が前年同四半期比40.0％減の4,725
百万円でありました結果、営業損失709百万円、経常損失760百万円、四半期純損失918百万円となりまし
た。なお、当社グループは将来に向けた確固たる収益構造を構築するために、平成21年12月18日の取締役
会において収益構造改革への取組みについて決議し、同日開示いたしております。 
海外市場への売上高は前年同四半期比21.7％減の1,449百万円でありましたが、売上高に占める比率は

30.7%と前年同四半期と比べ7.2ポイント上昇しました。 
  

(資産) 
資産は前連結会計年度末に比べ719百万円減少し13,716百万円となりました。このうち流動資産は548

百万円の減少、固定資産は171百万円の減少でありました。  
流動資産の減少の主な要因は、受取手形及び売掛金が619百万円増加したことに対し、商品及び製品

が405百万円、原材料及び貯蔵品が378百万円、未収入金が233百万円、その他未収法人税等が140百万円
それぞれ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311百万円減少しました。これは、減価償却費の計上431百万円に対

し、設備投資の実施が128百万円であったこと等によります。投資その他の資産は140百万円増加しまし
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126百万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103百万円増加し、8,626百万円となりました。このうち流動負債は

105百万円の減少、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、事業構造改善引当金の計上86百万円、短期借入金が86百万円増加した

こと等に対し、経費削減による支払手形・買掛金等仕入債務の減少144百万円、賞与引当金の減少82百
万円、その他設備関係未払金の減少117百万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143百万円、退職給付引当金の増加67百万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822百万円減少し5,089百万円となりました。株主資本は、第３四半

期連結累計期間の四半期純損失が918百万円であったこと等により5,088百万円となりました。また、株
式の時価評価等により評価・換算差額等は96百万円増加し1百万円となりました。 
  
(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26百万円でありました。資金流入の主な要因は、減価償却費432百万

円、たな卸資産の減少682百万円、未払消費税等の増加82百万円、法人税等の還付額79百万円であり、
資金流出の主な要因は、税金等調整前四半期純損失900百万円、売上債権の増加408百万円であります。
投資活動により流出した資金は266百万円でありました。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202百万円でありました。主な要因は借入金の返済による支出5,319百

万円に対し、借入による収入が5,550百万円であったことによります。 
以上の結果、現金及び現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、98百万

円減少し2,003百万円となりました。 
  

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３四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３四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 2,003,924 2,102,632

受取手形及び売掛金 2,007,972 1,388,322

商品及び製品 1,907,015 2,312,722

仕掛品 673,381 579,811

原材料及び貯蔵品 373,301 751,481

未収入金 112,771 346,227

その他 138,863 277,996

貸倒引当金 △17,044 △10,251

流動資産合計 7,200,186 7,748,943

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,629,598 1,726,358

機械装置及び運搬具（純額） 1,438,075 1,607,500

土地 1,488,141 1,488,141

リース資産（純額） 347,815 374,742

その他（純額） 76,237 94,809

有形固定資産合計 4,979,868 5,291,551

無形固定資産 20,168 20,176

投資その他の資産   

投資有価証券 910,043 783,269

長期貸付金 4,033 4,779

長期預金 300,000 300,000

差入保証金 94,432 95,705

保険積立金 227,111 217,795

その他 20,271 11,849

貸倒引当金 △39,771 △37,908

投資その他の資産合計 1,516,120 1,375,491

固定資産合計 6,516,157 6,687,220

資産合計 13,716,343 14,436,163
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（単位：千円）

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 545,695 690,152

短期借入金 3,621,236 3,534,872

未払法人税等 19,430 21,000

賞与引当金 52,959 135,356

未払費用 50,091 49,435

事業構造改善引当金 86,200 －

その他 209,970 260,190

流動負債合計 4,585,583 4,691,006

固定負債   

長期借入金 2,272,238 2,128,490

リース債務 324,937 352,067

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 1,031,275 963,581

繰延税金負債 20,410 －

固定負債合計 4,040,800 3,832,315

負債合計 8,626,383 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 △1,047,421 △129,085

自己株式 △20,018 △19,053

株主資本合計 5,088,886 6,008,187

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 29,737 △80,000

為替換算調整勘定 △28,664 △15,345

評価・換算差額等合計 1,073 △95,345

純資産合計 5,089,959 5,912,842

負債純資産合計 13,716,343 14,436,163
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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：千円）

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 7,878,106 4,725,483

売上原価 5,573,289 3,938,423

売上総利益 2,304,816 787,060

販売費及び一般管理費 2,096,938 1,496,688

営業利益又は営業損失（△） 207,878 △709,628

営業外収益   

受取利息 1,763 711

受取配当金 22,768 15,929

助成金収入 15,493 14,982

その他 26,868 19,560

営業外収益合計 66,893 51,183

営業外費用   

支払利息 58,461 81,967

手形売却損 9,268 2,234

支払手数料 18,000 5,000

為替差損 68,630 8,513

その他 3,151 4,021

営業外費用合計 157,512 101,736

経常利益又は経常損失（△） 117,259 △760,181

特別利益   

固定資産売却益 － 80

貸倒引当金戻入額 2,837 －

特別利益合計 2,837 80

特別損失   

固定資産除却損 4,899 6,488

投資有価証券評価損 41,301 5,253

一時帰休費用 － 42,693

事業構造改善引当金繰入額 － 86,200

特別損失合計 46,201 140,635

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（△）

73,895 △900,735

法人税、住民税及び事業税 49,822 17,599

法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税
額

10,000 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） 14,073 △918,335
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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（△）

73,895 △900,735

減価償却費 397,883 432,108

投資有価証券評価損益（△は益） 41,301 5,253

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） － 86,200

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,017 8,656

受取利息及び受取配当金 △24,531 △16,640

支払利息 58,461 81,967

手形売却損 9,268 2,234

為替差損益（△は益） 9,495 6,463

有形固定資産売却損益（△は益） 4,899 △80

有形固定資産除却損 － 6,488

売上債権の増減額（△は増加） 543,313 △408,486

たな卸資産の増減額（△は増加） △215,232 682,030

仕入債務の増減額（△は減少） 2,841 △142,604

その他 △45,193 142,250

小計 852,386 △14,895

利息及び配当金の受取額 24,531 14,874

利息の支払額 △57,109 △81,630

手形売却に伴う支払額 △9,268 －

法人税等の還付額 － 79,855

法人税等の支払額 △170,361 △24,328

営業活動によるキャッシュ・フロー 640,179 △26,125

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 △928,236 △247,340

有形固定資産の売却による収入 － 235

無形固定資産の取得による支出 △500 △550

投資有価証券の取得による支出 △1,843 △1,879

貸付けによる支出 － △2,308

貸付金の回収による収入 6,830 3,054

その他 1,006 △17,515

投資活動によるキャッシュ・フロー △922,743 △266,303

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 2,000,000 4,400,000

短期借入金の返済による支出 △888,000 △4,400,000

長期借入れによる収入 550,000 1,150,000

長期借入金の返済による支出 △998,228 △919,888

自己株式の取得による支出 △5,717 △965

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △26,306

配当金の支払額 △179,056 △242

財務活動によるキャッシュ・フロー 478,997 202,597

現金及び現金同等物に係る換算差額 △15,968 △8,875

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 180,464 △98,707

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 1,378,222 2,003,924
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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) 

該当事項はありません。 

  

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) 

  

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) 

  

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) 

  

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) 

  

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) 

  

 
(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) 

  

 
(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) 

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) 345,130 406,300 959,171 139,616 1,850,218

Ⅱ 連結売上高(千円) 7,878,106

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

4.4 5.1 12.2 1.8 23.5

北米 西欧 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 271,493 220,496 886,832 70,710 1,449,533

Ⅱ 連結売上高(千円) 4,725,483

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

5.7 4.7 18.8 1.5 30.7

(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

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 1,633,626 20.5 975,213 23.6 1,844,266 20.1

切削工具 4,579,824 57.5 2,185,090 52.8 5,312,147 57.8

耐摩耗工具 1,757,055 22.0 975,404 23.6 2,037,030 22.1

その他 1,999 0.0 800 0.0 3,099 0.0

合計 7,972,504 100.0 4,136,507 100.0 9,196,542 100.0

製品区分

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

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 1,539,647 39,745 1,033,646 60,207 1,746,243 22,814

切削工具 4,224,228 292,746 2,784,863 289,856 5,034,523 225,118

耐摩耗工具 1,699,776 210,574 1,043,169 165,054 1,931,522 118,830

その他 11,497 5,646 16,335 4,280 24,364 105

合計 7,475,148 548,711 4,878,013 519,397 8,736,652 366,867

製品区分

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

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 1,600,138 20.3 996,253 21.1 1,823,665 19.6

切削工具 4,453,046 56.5 2,720,125 57.6 5,330,969 57.2

耐摩耗工具 1,807,907 23.0 996,945 21.1 2,131,397 22.9

その他 17,015 0.2 12,160 0.2 35,423 0.3

合計 7,878,106 100.0 4,725,483 100.0 9,321,454 100.0
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