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（百万円未満切捨て）  

１．平成22年３月期第４四半期の連結業績（平成21年１月１日～平成21年 12月 31日） 

（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４四半期 7,082 ― △3,126 ― △2,984 ― △3,679 ―

20年 12月期 20,526 △19.3 1,973 △52.2 1,435 △63.7 638 △74.2

 

 
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４四半期    △63  91      ―― 

20年 12月期     11  11     11  10 

（注）22 年３月期第４四半期の潜在株式調整後 1 株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの１株当た

り四半期純損失であるため記載しておりません。 

 
（2）連結財政状態 

 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４四半期 15,950 7,434 46.5        128    86 

20年 12月期 21,746 11,446 52.5        198    47 

（参考）自己資本  22年３月期第４四半期  7,418 百万円    20年 12月期 11,426 百万円 

 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 第４四半期末 期末 年間 

  円  銭  円  銭  円  銭  円  銭  円  銭  円  銭 

20年 12月期 ―  0 00 ― ―      4  00 4  00

21年 12月期 ―  0  00     

22年３月期（予想）   ― ― 0  00 0  00

（注）配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無 

当社は、決算期を毎年 12 月 31 日から毎年３月 31 日に変更しており、決算期の経過期間となる平成 22 年３月期は

15ヶ月間の変則決算となるため、上記記載方法を採用しております。 

 
３．平成22年３月期の業績予想（平成21年１月１日～平成22年３月31日）       （％表示は対前期増減率） 

 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 9,200 ―  △3,580 ― △3,460 ― △4,240 ― △ 73  65 

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 有 

修正についての具体的な内容は、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 に記

載しております。 

当社は、決算期を毎年12月 31日から毎年３月31日に変更しており、平成22年３月期は決算期変更の経過期間とな

ることから、通期については15ヶ月間（平成21年１月１日～平成22年３月31日）の予想数値を記載しております。 

このため、通期の対前期増減率は記載しておりません。 

（財）財務会計基準機構会員
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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 

  新規 －社（社名          ）   除外 －社（社名          ） 

 

（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．その他をご参照ください。 

 

（3）四半期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） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有 

② ①以外の変更 無 

（注）詳細は４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご参照ください。 

 

（4）発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）  22 年 3 月期第 4 四半期 58,525,000株  20 年 12 月期      58,525,000株

② 期末自己株式数            22 年 3 月期第 4 四半期    953,228株  20 年 12 月期         951,717株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22 年 3 月期第 4 四半期 57,572,628株  20 年 12 月期    57,521,412株

 
 
 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 １．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準12号）及び「四半期財務諸表に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 14 号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 

２．業績予想は、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、予想につきましては様々

な不確定要素が内在しておりますので、実際の業績はこれらの予想値と大きく異なる場合があります。 

 

３．平成22年３月期は、決算期の変更に伴い平成21年１月１日から平成22年３月31日までの15ヶ月間の変則決算と

なっております。 
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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 

 当第４四半期連結累計期間（平成21年１月１日～平成21年12月31日）におけるわが国経済は、昨年より継続してい

た世界的な金融危機の混乱による景気後退の局面から徐々に回復の兆しが見え始め、輸出や生産において持ち直しの

動きが見られたものの、第４四半期には円高の進展、雇用環境の一層の悪化が懸念され、個人消費の伸び悩みから景

気の先行きは依然不透明な状況が続いております。 

 当工作機械業界においては、アジア・中国においては設備投資に動きが出始め、引合い及び受注は上向きつつあり

ますが、日本・欧州・北米の受注は依然として低迷が続いており、低水準で推移しています。 

 このような状況のもと、当社グループでは事業構造改革プログラムの実行により、徹底した原価及びコスト削減に

加え経営効率の向上を図りました。 

 また、平成21年12月に福島本社において、国内外の主要顧客に対し、加工効率の向上と省スペースを同時に実現さ

せ、コストパフォーマンスに秀でた新ＢＮＡシリーズを始めとする各製品群のラインナップ、サポートメニューの提

案などによるソリューション営業を通じ、需要の掘り起こしによる積極的な受注活動を展開しました。 

 その結果、当第４四半期の受注高は、前四半期を上回る結果となりました。 

 今後は、受注活動の更なる積極展開を通じ、営業損益改善に向け取り組んでまいります。 

 当第４四半期連結累計期間の業績は、売上高が7,082百万円、営業損失が3,126百万円、経常損失が2,984百万円、

3,679百万円の四半期純損失となりました。 

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 

 国内市場では、当社の主力である自動車業界では景気対策による一定の効果は見られるものの、全体としては低

調な推移が続いており、引合いは増えつつありますが、営業収益に結びつくまでには至らず、売上高 4,775百万

円、2,145百万円の営業損失となりました。 

② 欧州 

 欧州市場では、平成21年10月に開催されたＥＭＯ（欧州国際工作機械展）を契機として、受注は底ばい状況を脱

したものの回復基調までには至らず、売上高 1,209百万円、164百万円の営業損失となりました。 

③ 北米 

 北米市場では、引合い及び受注に動きが見られ始めたものの、主力の自動車業界を中心に雇用情勢が不安定であ

ることに加え、設備投資の抑制が続くなど、依然として厳しい状況で出荷が伸び悩み、売上高 797百万円、272百

万円の営業損失となりました。 

④ アジア 

 アジア市場では中国を中心に回復基調が顕著に現れてきているものの、競合状況は熾烈を極め利益獲得が厳し

く、売上高 300百万円、265百万円の営業損失となりました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第４四半期連結会計期間末における総資産は、15,950百万円となり、前連結会計年度末比5,795百万円の減少と

なりました。その主な要因は、売上高の減少に伴う受取手形及び売掛金の減少2,092百万円、たな卸資産の減少2,998

百万円によるものです。 

 当第４四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。 

 （キャッシュ・フローの状況） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、2,637百万円の支出となりました。 

これは、主に売上債権の減少2,121百万円、たな卸資産の減少3,063百万円などにより資金が増加したものの、税金

等調整前四半期純損失3,707百万円、仕入債務の減少3,863百万円などにより資金が減少した結果であります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、993百万円の支出となりました。 

これは、主に有形固定資産の取得による支出485百万円、ソフトウェア等の無形固定資産の取得による支出526百万

円により資金が減少した結果であります。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、2,743百万円の収入となりました。 

これは、主に配当金の支払い230百万円、社債の償還400百万円、長期借入金の返済291百万円等により資金が減少

したものの、長期借入による収入1,900百万円、コミットメントラインの実行による短期借入金の増加1,280百万

円、社債発行による収入500百万円により資金が増加した結果であります。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

 通期の連結業績予想につきましては、当第４四半期連結累計期間における営業損益が予想を下回って推移したこと

に加え、国内外の需要回復の足取りは依然として重く、第５四半期（平成22年１月～平成22年３月）の短期におい

て、売上高は予想通り推移するものの、営業損益の大きな改善は見込めないと推測し、通期業績は予想を下回るもの

と思われ、平成21年９月15日に公表いたしました業績予想値を次の通り修正いたします。 

 なお、当社は、平成21年11月25日開催の臨時株主総会において、定款の一部変更を決議し、決算期を12月31日から

３月31日へ変更いたしました。このため、当連結会計年度は平成21年１月１日から平成22年３月31日までの15ヶ月間

の変則決算となっております。 

 通期の連結業績予想（平成21年１月１日～平成22年３月31日） 

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） 

 該当事項はありません。 

（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 

（簡便な会計処理） 

①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つきましては、前連結会計年度末以降に経営環境等及び一時差異等の発

生状況に著しい変化がないと認められる場合には、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、前連結会計年度末以降に経営環境等、又は、一時差異等の発

生状況に著しい変化が認められた場合には、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

ランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利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。 

（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 

①「四半期財務諸表に関する会計基準」の適用 

 当連結会計年度の第１四半期連結会計期間より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）

及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。 

 また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 なお、当連結会計年度第１四半期連結会計期間（平成21年１月１日から平成21年３月31日まで）より、「財務

諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府令第

50号）附則第７条第１項第５号のただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を早期に適用しておりま

す。 

②持分法の適用に関する事項の変更 

 関連会社 

 当第４四半期連結会計期間において、上海瀧澤宮野機電有限公司は当社が保有する株式の全てを売却したた

め、持分法適用の範囲から除外しております。 

 変更後の持分法適用関連会社の数 

 １社 

  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 

前回発表予想（Ａ） 9,200 △3,080 △2,940 △3,560 △61 83 

今回修正予想（Ｂ） 9,200 △3,580 △3,460 △4,240 △73 65 

増減額（Ｂ－Ａ） － △500 △520 △680 － 

増減率（％） － － － － － 

前期実績 

（平成20年12月期） 
20,526 1,973 1,435 638 11 11 
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③棚卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

 棚卸資産については、従来、主として個別法及び総平均法による原価法によっておりましたが、当連結会計年

度の第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号）が適用されたこ

とに伴い、主として個別法及び総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下による簿価切下

げの方法）により算定しております。 

 これにより、従来の方法によった場合と比べて、当第４四半期連結累計期間の営業損失、経常損失、税金等調

整前四半期純損失が49,385千円それぞれ増加しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

④「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

 当連結会計年度の第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する

当面の取扱い」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っておりま

す。 

 この変更による損益に与える影響は軽微であります。 

 なお、セグメント情報に与える重要な影響はありません。 

⑤「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の早期適用 

 「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10日公表分）及び「持分法適用関連会社の

会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年３月10日）が平成22年３月31日以前に開始す

る連結会計年度の四半期財務諸表から適用できることになったことに伴い、当連結会計年度の第１四半期連結会

計期間からこれらの会計基準及び実務対応報告を早期適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

 これにより、当連結会計年度期首の資本剰余金が197,191千円減少しております。 

⑥リース取引に関する会計基準の適用 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第

一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４月１

日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴い、当

連結会計年度の第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によ

っております。 

 また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を

耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 

 この変更による損益に与える影響は軽微であります。 

⑦連結決算期の変更に関する事項 

 提出会社は、平成21年11月25日の臨時株主総会において定款の一部変更が承認され、決算日を12月31日より３

月31日に変更いたしました。 

 これに伴い、当連結会計年度は平成21年１月１日から平成22年３月31日までの15ヶ月間となっております。 

（追加情報） 

 平成20年度の法人税法の改正による法定耐用年数の変更に伴い、機械装置について、当連結会計年度の第１四

半期連結会計期間より耐用年数の変更を行っております。 

 この変更による損益に与える影響は軽微であります。 
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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４四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20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,761,891 2,639,062

受取手形及び売掛金 1,851,807 3,944,780

商品及び製品 2,252,415 3,366,760

仕掛品 1,131,863 2,739,337

原材料及び貯蔵品 602,293 879,376

その他 794,367 1,015,231

貸倒引当金 △57,664 △23,391

流動資産合計 8,336,973 14,561,156

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,398,868 1,916,872

機械装置及び運搬具（純額） 1,134,871 1,060,256

土地 1,970,437 1,970,437

建設仮勘定 1,180 610,392

その他 297,620 214,959

有形固定資産合計 5,802,978 5,772,918

無形固定資産   

その他 668,334 478,763

無形固定資産合計 668,334 478,763

投資その他の資産   

投資有価証券 28,745 28,745

繰延税金資産 849,540 426,427

その他 266,900 478,323

貸倒引当金 △2,744 △1

投資その他の資産合計 1,142,440 933,495

固定資産合計 7,613,753 7,185,176

資産合計 15,950,727 21,746,333
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（単位：千円）

当第４四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20年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 821,465 4,635,697

短期借入金 1,280,000 －

1年内償還予定の社債 500,000 400,000

1年内返済予定の長期借入金 599,960 200,000

未払法人税等 21,206 96,369

製品保証引当金 12,523 28,046

事業再編整理損失引当金 128,699 －

その他 339,355 1,111,480

流動負債合計 3,703,209 6,471,594

固定負債   

社債 1,600,000 1,600,000

長期借入金 2,008,390 800,000

再評価に係る繰延税金負債 305,723 305,723

退職給付引当金 736,126 1,017,492

その他 162,656 104,950

固定負債合計 4,812,896 3,828,165

負債合計 8,516,105 10,299,760

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,651,250 2,651,250

資本剰余金 2,221,186 2,418,377

利益剰余金 4,015,911 7,919,675

自己株式 △47,844 △47,716

株主資本合計 8,840,503 12,941,587

評価・換算差額等   

土地再評価差額金 128,504 128,504

為替換算調整勘定 △1,550,186 △1,643,421

評価・換算差額等合計 △1,421,681 △1,514,916

少数株主持分 15,799 19,902

純資産合計 7,434,621 11,446,573

負債純資産合計 15,950,727 21,746,333
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（２）四半期連結損益計算書 
（第４四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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

売上高 7,082,479

売上原価 7,134,228

売上総損失（△） △51,749

販売費及び一般管理費 3,075,112

営業損失（△） △3,126,862

営業外収益  

受取利息 5,177

受取配当金 6,473

持分法による投資利益 666

助成金収入 140,055

為替差益 18,496

その他 92,460

営業外収益合計 263,330

営業外費用  

支払利息 55,935

その他 64,834

営業外費用合計 120,769

経常損失（△） △2,984,301

特別利益  

固定資産売却益 2,203

特別利益合計 2,203

特別損失  

事業再編整理損 582,148

事業再編整理損失引当金繰入額 128,699

その他 14,295

特別損失合計 725,143

税金等調整前四半期純損失（△） △3,707,242

法人税等 △22,365

少数株主損失（△） △5,243

四半期純損失（△） △3,679,632
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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）

当第４四半期連結累計期間 
(自 平成21年１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損失（△） △3,707,242

減価償却費 426,741

貸倒引当金の増減額（△は減少） 37,339

製品保証引当金の増減額（△は減少） △15,523

事業再編整理損失引当金の増減額（△は減少） 128,699

退職給付引当金の増減額（△は減少） △282,367

受取利息及び受取配当金 △11,651

支払利息 55,935

為替差損益（△は益） △26,092

売上債権の増減額（△は増加） 2,121,251

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,063,126

仕入債務の増減額（△は減少） △3,863,889

その他 △394,131

小計 △2,467,804

利息及び配当金の受取額 11,651

利息の支払額 △60,340

法人税等の支払額 △120,863

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,637,357

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 △485,507

有形固定資産の売却による収入 16,750

無形固定資産の取得による支出 △526,742

その他 1,652

投資活動によるキャッシュ・フロー △993,845

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） 1,280,000

長期借入れによる収入 1,900,000

長期借入金の返済による支出 △291,650

社債の発行による収入 500,000

社債の償還による支出 △400,000

自己株式の取得による支出 △127

配当金の支払額 △230,270

リース債務の返済による支出 △14,282

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,743,668

現金及び現金同等物に係る換算差額 10,362

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △877,171

現金及び現金同等物の期首残高 2,639,062

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,761,891
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 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

当第４四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日）及び当第４四半期連結累計期間

（自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日） 

当連結グループは「工作機械事業」の専業メーカーとして、同一セグメントに属するＮＣ旋盤及びその周辺機

器等の製造、加工、販売を行っており、当該事業以外の事業の種類がないため、記載を省略しております。 

〔所在地別セグメント情報〕 

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

（単位：千円）

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

欧州………ドイツ、イギリス 

北米………アメリカ 

アジア……タイ、フィリピン、中国 

３．会計処理の原則及び手続きの変更 

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 「四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法の変更」に記載のとおり、当連結会計

年度の第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号）を適用し

ております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第４四半期連結累計期間の営業損失

は、日本で49,385千円増加しております。 

  

  
日本 

（千円） 
欧州 

（千円） 
北米 

（千円） 
アジア 

（千円） 
計（千円） 

消去又は全社
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高               

(1) 外部顧客に対する 

売上高 
4,775,919 1,209,079 797,311 300,169 7,082,479 － 7,082,479 

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高 
593,841 10,402 143 80,740 685,127 (685,127) － 

計 5,369,761 1,219,481 797,454 380,909 7,767,606 (685,127) 7,082,479 

営業損失 2,145,496 164,667 272,200 265,141 2,847,506 (279,355) 3,126,862 
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〔海外売上高〕 

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

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

欧州………ドイツ、イギリス 

北米………アメリカ 

アジア……タイ、フィリピン、中国 

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あります。 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 

  欧州 北米 アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 1,209,079 792,190 1,299,485 6,691 3,307,446 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － － 7,082,479 

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
17.1 11.2 18.3 0.1 46.7 
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前連結会計年度（自平成20年１月１日 至平成20年12月31日） 

科目 

前連結会計年度 
（平成20年12月期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高 20,526,840 

Ⅱ 売上原価 13,758,320 

売上総利益 6,768,520 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 4,795,030 

営業利益 1,973,489 

Ⅳ 営業外収益 101,283 

１．受取利息  13,249 

２．デリバティブ評価益  6,070 

３．その他  81,963 

Ⅴ 営業外費用 638,959 

１．支払利息  55,796 

２．為替差損  441,377 

３．その他  141,785 

経常利益 1,435,814 

Ⅵ 特別利益 12,881 

Ⅶ 特別損失 69,576 

税金等調整前当期純利益 1,379,119 

税金費用 739,958 

少数株主利益 161 

当期純利益 638,999 
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前連結会計年度（自平成20年１月１日 至平成20年12月31日） 

 
前連結会計年度 

（平成20年12月期） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益  1,379,119 

減価償却費 447,843 

売上債権の増減額（△増加額） 1,498,045 

たな卸資産の増減額（△増加額） △1,100,741 

仕入債務の増減額（△減少額） △433,721 

その他  △79,133 

小計 1,711,411 

利息及び配当金の受取額  20,978 

利息の支払額  △73,924 

法人税等の支払額  △1,502,265 

営業活動によるキャッシュ・フロー 156,200 

Ⅱ 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 △848,348 

有形固定資産の売却による収入  20,040 

無形固定資産の取得による支出  △221,621 

その他  － 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,049,929 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 1,000,000 

長期借入金の返済による支出 △1,974,841 

配当金の支払額  △457,571 

社債発行による収入 2,000,000 

自己株式の取得による支出  △3,315 

その他  17,600 

財務活動によるキャッシュ・フロー 581,871 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △217,862 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（又は減少額） △529,719 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 3,168,781 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 2,639,062 

株式会社ミヤノ （6162）平成22年3月期 第４四半期決算短信

－13－



（３）セグメント情報 

〔所在地別セグメント情報〕 

前連結会計年度（自平成20年１月１日 至平成20年12月31日） 

（単位：千円）

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

欧州………ドイツ、イギリス 

北米………アメリカ 

アジア……タイ、フィリピン、中国 

〔海外売上高〕 

前連結会計年度（自平成20年１月１日 至平成20年12月31日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

欧州………ドイツ、イギリス 

北米………アメリカ 

アジア……タイ、フィリピン、中国 

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あります。 

  日本 欧州 北米 アジア 計 消去又は全社 連結 

売上高               

(1) 外部顧客に対する 

売上高 
12,440,330 4,876,635 2,405,705 804,168 20,526,840 ― 20,526,840 

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高 
4,926,735 18,414 4,033 997,578 5,946,762 (5,946,762) ― 

計 17,367,066 4,895,050 2,409,739 1,801,746 26,473,603 (5,946,762) 20,526,840 

営業費用 14,897,583 4,749,710 2,433,169 1,587,980 23,668,443 (5,115,092) 18,553,350 

営業利益又は営業損失 2,469,482 145,340 △23,430 213,766 2,805,159 (831,669) 1,973,489 

  欧州 北米 アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 4,840,268 2,405,705 2,501,787 77,574 9,825,335 

Ⅱ 連結売上高（千円） ─ ─ ─ ─ 20,526,840 

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
23.6 11.7 12.2 0.4 47.9 
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６．その他の情報 

【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

当第４四半期連結累計期間における生産実績を主要な品目別に示すと、次のとおりであります。 

（注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2）受注状況 

当第４四半期連結累計期間における受注状況を品目別に示すと、次のとおりであります。 

（注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３. アフターサービスは、役務提供、部品販売を含んでおります。 

(3）販売実績 

当第４四半期連結累計期間における販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

（注）１．上記の金額には、消費税は含まれておりません。 

２. アフターサービスは、役務提供、部品販売を含んでおります。 

３．主要な販売先については、総販売実績の100分の10以上を占める販売先がありませんでしたので記載を省略

しております。 

品目 生産高（千円） 

バー型ＮＣ旋盤 1,547,746 

チャッカー型ＮＣ旋盤 442,241 

高精度ＮＣ旋盤 303,264 

その他 58,728 

合計 2,351,981 

品目 受注高（千円） 受注残高（千円） 

バー型ＮＣ旋盤 2,956,751 711,190 

チャッカー型ＮＣ旋盤 437,605 115,846 

高精度ＮＣ旋盤 170,547 99,111 

アフターサービス 1,701,462 99,890 

その他 241,060 109,710 

合計 5,507,427 1,135,748 

品目 販売高（千円） 

バー型ＮＣ旋盤 3,802,184 

チャッカー型ＮＣ旋盤 943,540 

高精度ＮＣ旋盤 351,680 

アフターサービス 1,673,945 

その他 311,127 

合計 7,082,479 
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