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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 2,738 49.2 △224 ─ △191 ─ △248 ─
22年３月期第１四半期 1,835 △70.8 △446 ─ △405 ─ △426 ─

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 △3. 79 ─
22年３月期第１四半期 △6. 50 ─

 (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 16,829 10,679 54.5 139. 74
22年３月期 16,036 11,055 58.5 142. 76

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 9,178百万円 22年３月期 9,377百万円

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) 6,900 108.7 △70 ─ △40 ─ △160 ─ △2. 44
通期 15,100 84.0 320 ─ 360 ─ 110 ─ 1. 67



 

 
  (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。 

  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

  

※ 四半期レビュー手続きの実施状況に関する表示 

  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財務諸表のレビュー手続は終了していませ

ん。 

  

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理

的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性

があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四

半期決算短信（添付資料）２ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. その他（詳細は（添付資料）３ページ「2.その他の情報」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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期１Ｑ 65,781,228株 22年３月期 65,781,228株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 94,915株 22年３月期 94,144株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 65,686,506株 22年３月期１Ｑ 65,691,065株
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当第１四半期におけるわが国経済は、企業収益は改善しつつあり、設備投資においても下げ止まり傾向
が見られましたが、雇用情勢は厳しさが続いており、景気の下振れ懸念等、先行き不透明感の中、依然と
して厳しい状況で推移いたしました。国内工作機械業界は、(社)日本工作機械工業会の受注総額は2,451
億円となり、前年同期に比べ179.5％増となりました。内需は801億円(前年同期比105.6％増)、外需は
1,650億円(前年同期比238.6％増)であり、外需比率は67.3％となっております。 
このような状況のなか、当社グループにおきましても、受注の改善傾向を受け、売上高が増加してまい

りました。当第１四半期における当社グループの売上高は2,738百万円となり、前年同期に比べ49.2％増
となりましたが、利益につきましては経費の削減等管理コストの合理化に努めたものの、営業損失は224
百万円（前第１四半期は営業損失446百万円）、経常損失は191百万円（前第１四半期は経常損失405百万
円）、四半期純損失は248百万円（前第１四半期は四半期純損失426百万円）となりました。 
  

  

当第１四半期における連結財政状態につきましては、前連結会計年度末に比べ、総資産は793百万円増
加し、16,829百万円となりました。この増加は主に、受取手形及び売掛金、有価証券及びたな卸資産がそ
れぞれ117百万円、291百万円及び462百万円増加したことによるものであります。 
また、負債は前連結会計年度末に比べ1,169百万円増加し、6,150百万円となりました。この増加は主に

支払手形及び買掛金が896百万円増加したこと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376百万円減少し、10,679百万円となりました。この減少は主に、利

益剰余金及び少数株主持分がそれぞれ248百万円及び177百万円減少したことによるものであります。 

  

工作機械需要につきましては、世界的な景気低迷を受け低水準で推移しておりましたが、外需を中心と
した需要の改善傾向が見られております。 
当社グループにおきましては、当第１四半期における業績及び受注状況を勘案し、業績予想の見直しを

行った結果、平成22年５月14日付「平成22年３月期 決算短信」にて発表しました平成23年３月期の第２
四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想を修正いたしました。なお、当該予想に関する詳細は、本日
公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

  

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。 
  

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 
当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率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 
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。なお、一部の連結子会社については、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。 

  

③固定資産の減価償却の算定方法 
減価償却の方法として定率法を採用している固定資産については、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繰延税金資産の回収可能性の判断 
一部の連結子会社を除き、繰延税金資産の回収可能性の判断については、前連結会計年度末以降に経

営環境等、かつ、一時差異の発生状況について前連結会計年度末から大幅な変動がないと認められるた
め、同年度末の検討において使用した将来の業績予測及びタックス・プランニングの結果を適用してお
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、当四半期連結会
計期間においては、見積実効税率を使用することが出来ないため、法定実効税率を使用しております。
なお、一部の連結子会社においては、原則的な方法によっております。 
また、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

  １．会計処理基準に関する事項の変更 

(資産除去債務に関する会計基準等の適用) 

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。 

これにより、営業損失及び経常損失は267千円、税金等調整前四半期純損失は22,039千円それぞれ

増加しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は、27,436千円であ

ります。 

  

  ２．表示方法の変更 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく財務諸表

等規則等の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用に伴い、当第１四

半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目を表示しております。 

  

  

  

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：千円）

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 2,843,378 2,959,416

受取手形及び売掛金 3,173,329 3,055,917

有価証券 391,858 100,557

商品及び製品 636,731 763,848

仕掛品 2,334,573 1,964,372

原材料及び貯蔵品 934,482 715,508

その他 752,805 604,645

貸倒引当金 △181,456 △173,834

流動資産合計 10,885,703 9,990,431

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,776,669 1,801,778

土地 2,773,842 2,738,712

その他（純額） 903,604 918,342

有形固定資産合計 5,454,117 5,458,833

無形固定資産 9,596 7,669

投資その他の資産   

その他 505,475 603,217

貸倒引当金 △25,198 △24,053

投資その他の資産合計 480,277 579,164

固定資産合計 5,943,992 6,045,667

資産合計 16,829,695 16,036,098

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,031,117 2,134,501

短期借入金 584,960 774,923

未払法人税等 12,914 2,119

賞与引当金 139,764 81,914

その他 919,135 837,577

流動負債合計 4,687,893 3,831,035

固定負債   

長期借入金 693,710 407,420

退職給付引当金 472,327 475,087

資産除去債務 27,436 －

その他 269,048 267,223

固定負債合計 1,462,521 1,149,731

負債合計 6,150,415 4,980,766
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（単位：千円）

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,319,024 2,319,024

資本剰余金 1,567,327 1,567,327

利益剰余金 5,939,155 6,188,034

自己株式 △20,627 △20,537

株主資本合計 9,804,879 10,053,848

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △24,125 △13,309

為替換算調整勘定 △601,948 △662,759

評価・換算差額等合計 △626,073 △676,069

少数株主持分 1,500,474 1,677,553

純資産合計 10,679,280 11,055,332

負債純資産合計 16,829,695 16,036,098
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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：千円）

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 1,835,278 2,738,366

売上原価 1,527,890 2,213,829

売上総利益 307,388 524,537

販売費及び一般管理費 754,150 748,663

営業損失（△） △446,761 △224,125

営業外収益   

受取利息 1,893 1,993

受取配当金 1,645 1,227

為替差益 33,290 －

仕入割引 2,199 4,775

雇用調整助成金 － 38,521

その他 10,598 3,499

営業外収益合計 49,626 50,017

営業外費用   

支払利息 6,256 4,995

為替差損 － 4,459

その他 2,312 8,165

営業外費用合計 8,568 17,620

経常損失（△） △405,703 △191,728

特別損失   

固定資産除却損 18,448 －

投資有価証券評価損 3,047 2,661

環境対策費 － 2,610

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 21,771

特別損失合計 21,495 27,043

税金等調整前四半期純損失（△） △427,199 △218,771

法人税等 25,134 25,558

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △244,330

少数株主利益又は少数株主損失（△） △25,434 4,548

四半期純損失（△） △426,899 △248,879
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  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) 

該当事項はありません。 
  

  

  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) 

該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 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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