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(百万円未満切捨て)
1. 平成23年3月期第1四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年6月30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 ％
23年3月期第1四半期 16,542 14.0 △1,707 ― △1,850 ― △2,428 ―
22年3月期第1四半期 14,511 △69.3 △2,943 ― △2,870 ― △1,802 ―

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

23年3月期第1四半期 △14.78 ―
22年3月期第1四半期 △10.97 ―

 (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
23年3月期第1四半期 143,541 83,898 56.9 496.59
22年3月期 145,370 88,271 59.2 523.52
(参考) 自己資本 23年3月期第1四半期 81,603百万円 22年3月期 86,031百万円

2. 配当の状況

年間配当金

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

22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年3月期 ―
23年3月期(予想) 0.00 ― ― ―

3. 平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日）
(％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

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
第２四半期（累計） 39,000 30.9 △2,000 ― △2,200 ― △2,300 ― △14.00

通期 90,000 49.2 1,200 ― 500 ― 300 ― 1.83



 

 
(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算
短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しており
ません。 

  

１.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。 

２.配当の状況に関しましては、23年3月期の期末配当は今後業績動向を見極めつつ検討することとしてお
り、現時点では未定であります。予想が可能になり次第、速やかに公表いたします。 

  

4. その他（詳細は【添付資料】P.3「その他情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

 （注）当四半期会計期間における連結範囲の変更に伴う特定子会社の異動の有無となります。

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

 （注）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の有無となります。

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 無

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年3月期1Ｑ 168,775,770株 22年3月期 168,775,770株

② 期末自己株式数 23年3月期1Ｑ 4,448,752株 22年3月期 4,444,005株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期1Ｑ 164,327,973株 22年3月期1Ｑ 164,347,527株

（※ 四半期レビュー手続の実施状況の表示）

（※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項）
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、在庫調整の進展や海外経済の回復を背景とした
輸出、生産の増加などにより緩やかな回復を続けております。 
 工作機械需要につきましては、中国をはじめとした好調な新興国での需要の押し上げ、平成20年の金
融危機からの景気回復により、確実な増加を見せております。 
 国内市場におきましては、自動車、建設機械、半導体製造装置関連、エネルギー関連産業からの更新
需要が増加するなど、緩やかながら着実な回復を続けております。 
 海外市場を地域別に見ますと、中国をはじめとしたアジア市場では自動車、電気機械を中心に工作機
械への需要が伸長しております。北米市場では自動車、エネルギー関連などからの需要が増加するなど
回復基調にあり、また、欧州市場では緩やかに回復しております。 
 このような状況の中で、顧客拡大、生産改革及び体質強化の諸施策を進めてまいりました結果、当第
１四半期連結累計期間における連結受注高は232億８千５百万円（前年同四半期比91.2％増）、連結売
上高は165億４千２百万円（同14.0％増）、営業損失は17億７百万円（前年同四半期は営業損失29億４
千３百万円）、経常損失は18億５千万円（前年同四半期は経常損失28億７千万円）、そして四半期純損
失は24億２千８百万円（前年同四半期は四半期純損失18億２百万円）となりました。 

  

当第１四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18億２千８百万円減少
し、1,435億４千１百万円となりました。主な要因は、機械装置及び運搬具を含む「有形固定資産」の
減少31億２千８百万円、「受取手形及び売掛金」の減少15億７百万円、及び「現金及び預金」の増加17
億６千８百万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、25億４千４百万円
増加いたしました。主な要因は、「支払手形及び買掛金」の増加39億５千６百万円によるものでありま
す。純資産は、利益剰余金の減少24億２千８百万円、「為替換算調整勘定」の減少15億１千万円によ
り、43億７千３百万円の減少となりました。この結果、当第１四半期連結会計期間末の自己資本比率は
56.9％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１四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17億７千
２百万円増加し、365億９千８百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、15億２千
３百万円の収入となりました（前年同四半期連結累計期間は35億７千８百万円の収入）。主な要因は、
税金等調整前四半期純損失23億４千１百万円、減価償却費13億６百万円、たな卸資産の増加21億３千５
百万円、及び仕入債務の増加44億５千８百万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、17億１千６百万円の収入となりました（前年同四半期連結累計期間は11億８千８百万円の支
出）。主な要因は、有形固定資産の売却による収入21億５千７百万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、２億７百万円の支出となりました（前年同四半期連結累計期間は73億３
千９百万円の支出）。主な要因は、短期借入金の減少１億９千８百万円によるものであります。 

  

今後の経済情勢の見通しにつきましては、欧州の金融不安や円高の進行、エコカー減税等の政策終了
による消費の低下等が懸念され、景気の先行きは不透明な状況であります。一方で企業収益の回復によ
り個人所得が増加することなどから、景気は引き続き回復していくことが予想されます。 
 このような状況の下で当企業グループは引き続き、新興国市場の開拓・先進国市場でのシェアアップ
による顧客拡大、生産改革及び体質強化の諸施策を迅速に進めてまいります。また、これら諸施策の実
行により、短期的な収益力の強化と成長期での収益拡大の基盤づくりに努めてまいります。 
 以上を踏まえ、平成22年４月30日公表の平成23年３月期の連結業績予想に変更はございません。 

  
  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(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 簡便な会計処理 
① 棚卸資産の評価方法 
当第１四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、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。 
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。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。 

  

 資産除去債務に関する会計基準の適用 
当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成

20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号
平成20年３月31日）を適用しております。 
 なお、これによる営業損益、経常損益及び税金等調整前四半期純損益に与える影響は軽微でありま
す。 

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 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１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22年３月31日)

資産の部
流動資産
現金及び預金 41,377 39,608
受取手形及び売掛金 15,309 16,816
たな卸資産 32,742 31,798
その他 3,642 2,772
貸倒引当金 △677 △636
流動資産合計 92,393 90,359

固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額） 16,151 16,591
その他（純額） 13,319 16,007
有形固定資産合計 29,471 32,599

無形固定資産 2,981 3,242
投資その他の資産
投資有価証券 14,274 15,340
その他 4,486 3,893
貸倒引当金 △64 △64
投資その他の資産合計 18,695 19,168

固定資産合計 51,148 55,010
資産合計 143,541 145,370
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22年３月31日)

負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金 13,311 9,354
短期借入金 69 269
1年内返済予定の長期借入金 11,837 11,837
未払法人税等 593 671
賞与引当金 457 834
その他の引当金 168 168
その他 5,850 6,265
流動負債合計 32,288 29,401

固定負債
社債 5,000 5,000
長期借入金 18,434 18,434
退職給付引当金 810 792
その他の引当金 78 77
負ののれん 378 505
その他 2,652 2,888
固定負債合計 27,354 27,697

負債合計 59,643 57,098
純資産の部
株主資本
資本金 18,000 18,000
資本剰余金 41,673 41,673
利益剰余金 31,352 33,780
自己株式 △3,179 △3,176
株主資本合計 87,845 90,277

評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 121 607
為替換算調整勘定 △6,364 △4,853
評価・換算差額等合計 △6,242 △4,246

少数株主持分 2,295 2,240
純資産合計 83,898 88,271

負債純資産合計 143,541 145,370
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(2) 四半期連結損益計算書

【第１四半期連結累計期間】
（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
 至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年６月30日)

売上高 14,511 16,542
売上原価 12,214 13,234
売上総利益 2,296 3,308
販売費及び一般管理費 5,239 5,015
営業損失（△） △2,943 △1,707
営業外収益
受取利息 25 41
受取配当金 113 96
負ののれん償却額 129 126
持分法による投資利益 3 16
その他 104 82
営業外収益合計 377 362

営業外費用
支払利息 148 202
為替差損 66 184
その他 89 119
営業外費用合計 303 506

経常損失（△） △2,870 △1,850
特別利益
投資有価証券売却益 37 －
特別利益合計 37 －

特別損失
投資有価証券評価損 － 490
特別損失合計 － 490

税金等調整前四半期純損失（△） △2,833 △2,341
法人税等 △1,039 65
少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △2,407
少数株主利益 8 21
四半期純損失（△） △1,802 △2,428
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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１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
 至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年６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損失（△） △2,833 △2,341
減価償却費 1,329 1,306
負ののれん償却額 △129 △126
貸倒引当金の増減額（△は減少） △23 57
賞与引当金の増減額（△は減少） △648 △373
役員賞与引当金の増減額（△は減少） △12 －
退職給付引当金の増減額（△は減少） 27 △1
受取利息及び受取配当金 △138 △137
支払利息 148 202
為替差損益（△は益） △318 145
持分法による投資損益（△は益） △3 △16
投資有価証券評価損益（△は益） － 490
投資有価証券売却損益（△は益） △37 －
売上債権の増減額（△は増加） 13,240 936
たな卸資産の増減額（△は増加） 2,850 △2,135
仕入債務の増減額（△は減少） △10,658 4,458
その他 1,730 △957
小計 4,522 1,508
利息及び配当金の受取額 173 173
利息の支払額 △16 △38
法人税等の支払額 △1,101 △119
営業活動によるキャッシュ・フロー 3,578 1,523

投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加） △3,000 －
有形固定資産の取得による支出 △474 △224
有形固定資産の売却による収入 2,780 2,157
無形固定資産の取得による支出 △396 △182
投資有価証券の取得による支出 △85 △18
投資有価証券の売却による収入 88 －
その他 △100 △14
投資活動によるキャッシュ・フロー △1,188 1,716

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） △7,000 △198
リース債務の返済による支出 △7 △5
自己株式の売却による収入 0 －
自己株式の取得による支出 △2 △3
少数株主への配当金の支払額 △0 △0
配当金の支払額 △328 －
財務活動によるキャッシュ・フロー △7,339 △207

現金及び現金同等物に係る換算差額 165 △1,260
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,784 1,772
現金及び現金同等物の期首残高 26,376 34,825
現金及び現金同等物の四半期末残高 21,592 36,598
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該当事項はありません。 
  

  

該当事項はありません。 
  

   
(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。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

4. 補足情報

(1)製品別受注及び販売の状況

① 受注状況

(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

受注高 受注残高 受注高 受注残高

ＮＣ旋盤 2,133 5,903 7,096 7,083

マシニングセンタ 7,051 16,557 10,904 18,966

複合加工機 2,344 3,589 4,316 5,157

ＮＣ研削盤 39 492 439 774

その他 612 391 529 846

合計 12,180 26,934 23,285 32,828

② 販売実績

(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

売上高 構成比(％) 売上高 構成比(％)

ＮＣ旋盤 2,810 19.4 5,911 35.7

マシニングセンタ 8,373 57.7 6,263 37.9

複合加工機 2,847 19.6 3,600 21.8

ＮＣ研削盤 96 0.7 383 2.3

その他 382 2.6 384 2.3

合計 14,511 100.0 16,542 100.0
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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 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 

  

  

 
  

  

   
(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、カナダ、メキシコ 
(2) 欧州……ドイツ、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、タイ 
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。 

(2)所在地別情報及び海外売上高

①所在地別情報
前第１四半期連結累計期間(自平成21年４月１日 至平成21年６月30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 9,060 3,136 1,520 793 14,511 ― 14,511

(2) 所在地区分間の
内部売上高又は
振替高

2,711 21 35 521 3,290 ( 3,290) ―

計 11,772 3,158 1,556 1,315 17,801 ( 3,290) 14,511

 営業損益 △2,427 △238 △278 △70 △3,015 72 △2,943

当第１四半期連結累計期間(自平成22年４月１日 至平成22年６月30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 8,626 4,182 2,203 1,530 16,542 ― 16,542

(2) 所在地区分間の
内部売上高又は
振替高

4,924 8 12 250 5,196 (5,196) ―

計 13,551 4,191 2,216 1,781 21,739 (5,196) 16,542

 営業損益 △2,009 92 △195 74 △2,037 330 △1,707

②海外売上高
前第１四半期連結累計期間(自平成21年４月１日 至平成21年６月30日)

米州 欧州 アジア・ 
パシフィック 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 3,187 1,534 3,465 8,187

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― 14,511

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％) 21.9 10.6 23.9 56.4

当第１四半期連結累計期間(自平成22年４月１日 至平成22年６月30日)

米州 欧州 アジア・ 
パシフィック 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 4,087 2,207 3,815 10,109

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― 16,542

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％) 24.7 13.3 23.1 61.1
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