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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年3月21日～平成22年9月20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 ％

23年3月期第2四半期 1,986 △34.5 32 △92.1 △19 ― △9 ―

22年3月期第2四半期 3,032 ― 415 ― 354 ― 167 ―

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2四半期 △0.58 ―

22年3月期第2四半期 10.49 ―

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2四半期 8,692 4,700 54.1 295.54
22年3月期 8,777 4,723 53.8 296.84

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  4,700百万円 22年3月期  4,723百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 0.00 0.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年3月21日～平成23年3月20日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  有  
 

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 3,700 △23.4 △80 ― △220 ― △160 ― △10.06



(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を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 

（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、四半期財務諸表に
対する四半期レビュー手続が実施中です。 

※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。なお、上記業績予想に関する事項は、【添付資料】Ｐ．３「１．当四半期の連結業績等に
関する定性的情報（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３「２．その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

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） 23年3月期2Q 16,000,000株 22年3月期  16,000,000株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  94,445株 22年3月期  87,919株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 15,909,577株 22年3月期2Q  15,919,179株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間（平成22年３月21日～平成22年９月20日）におけるわが国経済は、中国や米国など

の経済改善とともに今年度始めから緩やかに回復が継続していましたが、後半は円高等により翳りが見え始め、

先行きが不透明な状況が続いています。工作機械業界におきましても中国や米国向けの輸出や生産が増加してお

りますが、国内での回復は緩やかなものであり、特に大型工作機械部門の受注・販売におきましては、未だに回

復のペースが遅く、受注環境は改善傾向であるとは言え、厳しい状況が続いています。 

このような状況の中、当社グループにおきましても、主力である横中ぐりフライス盤は海外からの引合いを中

心に受注高は昨年同期比では改善しておりますが、受注残高は低い水準が続いております。 

情報機器事業も主要販売先の自動車関連金型メーカーの不振により、低迷しております。 

当第２四半期連結累計期間の売上高は、主力の横中ぐりフライス盤の既受注分の出荷に注力し、また米国の子

会社が健闘いたしましたが、１９億８千６百万円（前年同四半期比３４．５％減）と前年同期に比べ１０億４千

６百万円の減収となりました。 

利益面では、コスト削減に努めましたが、生産の落ち込みによるコストアップなどにより、大幅減益となりま

した。営業利益は３千２百万円（前年同四半期４億１千５百万円）と減益ながら利益を計上しましたが、経常損

失が１９百万円（前年同四半期は経常利益３億５千４百万円）、四半期純損失が９百万円（前年同四半期は純利

益１億６千７百万円）と損失を計上する結果となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりです。 

［一般機械事業］ 

主力の横中ぐりフライス盤は海外の受注状況が改善する中、米国子会社が健闘し北米向け販売を伸ばしました

が、中国などのアジア向けや国内向け及び産業機械の販売は低迷しました。 

この結果、売上高は１８億８千６百万円（前年同四半期比３６．０％減）、営業利益は１億２千１百万円（前

年同四半期比７８．４％減）となりました。 

［情報機器事業］ 

ＣＡＤ/ＣＡＭが堅調に推移したことにより、売上高は９千９百万円（前年同四半期比１５．６％増）、営業

損失は１百万円（前年同四半期は営業損失２千４百万円）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す。 

［日本］  

全般的に受注・販売の低迷が継続しましたが、既受注分の出荷に注力しました。 

この結果、売上高は１４億８千５百万円（前年同四半期比４８．３％減）、営業利益は５千５百万円（前年同

四半期比８９．７％減）となりました。 

［米国］ 

米国子会社の横中ぐりフライス盤の受注・販売は堅調に推移しました。 

この結果、売上高は５億円（前年同四半期比２１３．６％増）、営業利益は２千４百万円（前年同四半期は営

業損失１百万円）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況  

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は、現金及び預金が４億６千２百万円増加しましたが、たな卸資

産が１億９千１百万円減少、固定資産が１億４千４百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ、

８千４百万円減の８６億９千２百万円となりました。  

 負債につきましては、前連結会計年度末に比べ６千２百万円減の３９億９千１百万円となりました。  

 なお、損失計上により利益剰余金が減少し、純資産は、４７億円と前連結会計年度末に比べ、２千２百万円減

少しましたが、自己資本比率は０．３ポイントプラスの、５４．１％となりました。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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②キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比

べ４億６千２百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末では１７億２千８百万円となりました。各キャッシ

ュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、５億９千８百万円（前年同四半期は３億７

千４百万円の増加）となりました。これは、法人税等還付額による資金増１億９千９百万円、たな卸資産の減少

による資金増１億９千万円などがあったことによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、１百万円（前年同四半期は１千５百万円の

減少）となりました。これは、有形固定資産の取得によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は、１億２千９百万円（前年同四半期は２億６

百万円の減少）となりました。これは、長期借入金の返済などによるものです。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 通期（平成22年３月21日～平成23年３月20日）の連結業績予想につきましては、 近の業績動向を踏まえ、平

成22年４月28日に公表した業績予想を修正いたしました。 

 なお、詳細は、本日別途開示の「平成23年３月期第２四半期累計期間業績予想数値と実績値との差異及び通期

業績予想数値の修正に関するお知らせ」をご参照ください。  

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

   

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①簡便な会計処理 

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 

税金費用の計算 

 税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む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（損失）に当該見積実効税率を乗じて計算しておりま

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。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（会計処理基準に関する事項の変更） 

  該当事項はありません。 

   

２．その他の情報
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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２四半期連結会計期間末
(平成22年９月20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20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,728,538 1,266,050

受取手形及び売掛金 880,737 906,248

仕掛品 1,458,228 1,650,506

貯蔵品 677 311

その他 150,859 339,015

貸倒引当金 △1,369 △4,336

流動資産合計 4,217,672 4,157,796

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,216,014 1,264,222

機械装置及び運搬具（純額） 479,486 556,795

土地 2,471,014 2,471,014

その他（純額） 20,651 25,886

有形固定資産合計 4,187,165 4,317,918

無形固定資産 7,444 9,840

投資その他の資産 280,144 291,800

固定資産合計 4,474,754 4,619,560

資産合計 8,692,427 8,777,356

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 441,378 364,399

短期借入金 1,148,348 1,172,636

未払法人税等 4,235 1,900

賞与引当金 37,251 41,422

製品保証引当金 23,210 25,633

その他 249,587 267,002

流動負債合計 1,904,010 1,872,993

固定負債   

長期借入金 1,082,898 1,187,780

再評価に係る繰延税金負債 597,897 597,897

退職給付引当金 406,958 395,350

固定負債合計 2,087,753 2,181,027

負債合計 3,991,763 4,054,020
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月20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20日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 954,000 954,000

利益剰余金 2,980,161 2,989,340

自己株式 △17,875 △17,212

株主資本合計 3,916,285 3,926,128

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,864 2,203

土地再評価差額金 874,755 874,755

為替換算調整勘定 △92,242 △79,750

評価・換算差額等合計 784,378 797,208

純資産合計 4,700,663 4,723,336

負債純資産合計 8,692,427 8,777,356
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成21年９月20日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月21日 
 至 平成22年９月20日) 

売上高 3,032,893 1,986,190

売上原価 2,089,233 1,548,291

売上総利益 943,660 437,898

販売費及び一般管理費 528,175 405,256

営業利益 415,485 32,642

営業外収益   

受取利息及び配当金 457 421

作業屑売却益 541 647

保険事務手数料 701 676

法人税等還付加算金 － 4,768

その他 459 1,552

営業外収益合計 2,160 8,065

営業外費用   

支払利息 21,597 18,400

為替差損 20,586 19,416

退職給付会計基準変更時差異の処理額 15,464 15,464

その他 5,603 7,177

営業外費用合計 63,252 60,458

経常利益又は経常損失（△） 354,392 △19,750

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,730 646

特別利益合計 1,730 646

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（△）

356,122 △19,104

法人税等 145,447 △9,924

過年度法人税等 43,618 －

法人税等合計 189,065 △9,924

四半期純利益又は四半期純損失（△） 167,056 △9,179
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年６月21日 
 至 平成21年９月20日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年６月21日 
 至 平成22年９月20日) 

売上高 1,924,003 1,050,060

売上原価 1,288,428 790,515

売上総利益 635,575 259,545

販売費及び一般管理費 261,813 203,737

営業利益 373,761 55,807

営業外収益   

受取利息及び配当金 457 421

作業屑売却益 541 253

保険事務手数料 701 292

法人税等還付加算金 － 4,768

その他 △1,087 △841

営業外収益合計 612 4,894

営業外費用   

支払利息 10,572 9,041

為替差損 20,586 19,416

退職給付会計基準変更時差異の処理額 7,732 7,732

その他 2,527 4,467

営業外費用合計 41,418 40,657

経常利益 332,955 20,044

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 614

特別利益合計 － 614

税金等調整前四半期純利益 332,955 20,659

法人税等 133,665 △27,867

過年度法人税等 43,618 －

法人税等合計 177,283 △27,867

四半期純利益 155,672 48,526
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成21年９月20日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月21日 
 至 平成22年９月20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（△）

356,122 △19,104

減価償却費 165,776 132,785

退職給付引当金の増減額（△は減少） △12,666 11,608

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,730 △2,967

受取利息及び受取配当金 △457 △421

支払利息 21,597 18,400

為替差損益（△は益） △291 865

有形固定資産廃棄損 234 1,738

売上債権の増減額（△は増加） 820,566 6,935

たな卸資産の増減額（△は増加） 124,105 190,856

仕入債務の増減額（△は減少） △511,989 86,284

その他 △258,788 △6,758

小計 702,478 420,224

利息及び配当金の受取額 457 421

利息の支払額 △21,491 △18,767

法人税等の支払額 △306,923 △3,646

法人税等の還付額 － 199,826

営業活動によるキャッシュ・フロー 374,521 598,059

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 △15,122 △1,221

貸付けによる支出 △690 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △15,812 △1,221

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △128,210 △129,170

自己株式の取得による支出 △320 △751

配当金の支払額 △78,396 △136

その他 － 88

財務活動によるキャッシュ・フロー △206,927 △129,970

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,925 △4,379

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 145,856 462,487

現金及び現金同等物の期首残高 1,177,997 1,266,050

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,323,854 1,728,538
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   該当事項はありません。 

  

〔事業の種類別セグメント情報〕  

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年３月21日 至 平成21年９月20日） 

(注）１．事業区分は、内部管理上採用している売上集計区分によっております。 

   ２．各事業区分に属する主要製品 

   (1)一般機械事業・・・・横中ぐりフライス盤、複合フライス盤、内径精密加工専用機、ノッチングマシン

   (2)情報機器事業・・・・金型・一般機械用ＣＡＤ／ＣＡＭ、ＮＣ切削シミュレーション 

     ３. 有形固定資産の耐用年数の変更 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正を契機として耐用年数を見直した結果、有形固定資産

の一部について、当第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。 

これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益は一般機械事業で、5,130千円減少しておりま

す。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年３月21日 至 平成22年９月20日） 

(注）１．事業区分は、内部管理上採用している売上集計区分によっております。 

   ２．各事業区分に属する主要製品 

   (1)一般機械事業・・・・横中ぐりフライス盤、複合フライス盤、内径精密加工専用機、ノッチングマシン

   (2)情報機器事業・・・・金型・一般機械用ＣＡＤ／ＣＡＭ、ＮＣ切削シミュレーション 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年３月21日 至 平成21年９月20日）   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

項 目  
一般機械事業 

（千円） 

情報機器事業 

（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  2,946,975  85,918  3,032,893 －  3,032,893

(2)セグメント間の内部売上高 

  又は振替高 
－ － － (－) － 

計  2,946,975  85,918  3,032,893 (－)  3,032,893

 営業利益又は営業損失(△) 564,387  △24,628  539,759  (124,274)  415,485

項 目  
一般機械事業 

（千円） 

情報機器事業 

（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  1,886,870  99,320  1,986,190 －  1,986,190

(2)セグメント間の内部売上高 

  又は振替高 
－ － － (－) － 

計  1,886,870  99,320  1,986,190 (－)  1,986,190

 営業利益又は営業損失(△) 121,712  △1,397  120,314  (87,671)  32,642

項 目  
日本 

（千円） 

米国 

（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  2,873,250  159,643  3,032,893 －  3,032,893

(2)セグメント間の内部売上高 

  又は振替高 
 220,452  1,947     222,399    (222,399) － 

計  3,093,702  161,591  3,255,293  (222,399)  3,032,893

  営業利益又は営業損失(△)  541,287  △1,528  539,759  (124,274)  415,485
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(注）有形固定資産の耐用年数の変更 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正を契機として耐用年数を見直した結果、有形固定資産の一

部について、当第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。 

これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益は日本で、5,130千円減少しております。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年３月21日 至 平成22年９月20日）   

  

〔海外売上高〕 

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年３月21日 至 平成21年９月20日）  

(注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。 

       ２．各区分に属する地域の内訳は、次のとおりであります。 

         (1) 北米  ・・・・・・・米国、カナダ 他 

         (2) 欧州  ・・・・・・・イギリス、ドイツ 他 

         (3) アジア  ・・・・・・・中国、韓国 他 

       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。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年３月21日 至 平成22年９月20日）  

     (注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。 

       ２．各区分に属する地域の内訳は、次のとおりであります。 

         (1) 北米  ・・・・・・・米国、カナダ 他 

         (2) 欧州  ・・・・・・・ルーマニア、カザフスタン 他 

         (3) アジア  ・・・・・・・中国、韓国 他 

       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。 

  

該当事項はありません。  

項 目  
日本 

（千円） 

米国 

（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  1,485,559  500,631  1,986,190 －  1,986,190

(2)セグメント間の内部売上高 

  又は振替高 
 340,087  624  340,711  (340,711) － 

計  1,825,646  501,255  2,326,902  (340,711)  1,986,190

  営業利益  55,743  24,471  80,215  (47,572)  32,642

  北米 欧州 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高(千円）        228,228        58,180      971,845      1,258,254

Ⅱ 連結売上高(千円）     3,032,893

Ⅲ 連結売上高に占める 

  海外売上高の割合(%) 
          7.5           1.9         32.0        41.5

  北米 欧州 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高(千円）        500,631       127,969      235,950      864,551

Ⅱ 連結売上高(千円）      1,986,190

Ⅲ 連結売上高に占める 

  海外売上高の割合(%) 
          25.2           6.4         11.9         43.5

（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）受注及び販売の状況  

①受注状況 

当第２四半期連結累計期間における受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）金額は消費税等抜きで記載しております。 

   

②販売状況 

当第２四半期連結累計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．当第２四半期連結累計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は

次のとおりであります。  

２．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

４．補足情報

事業の種類別セグメントの名称 

当第２四半期連結累計期間 

（自 平成22年３月21日 

  至 平成22年９月20日） 

受注高
前年同四半期比

（％） 
受注残高 

前年同四半期比
（％） 

一般機械事業（千円）  2,161,417  637.1  1,883,220  83.1

情報機器事業（千円）  89,839  91.8  2,420  10.1

合計（千円）  2,251,256  515.0  1,885,640  82.4

事業の種類別セグメントの名称 

当第２四半期連結累計期間 

（自 平成22年３月21日 

  至 平成22年９月20日） 

前年同四半期比（％）

一般機械事業（千円）  1,886,870  64.0

情報機器事業（千円）  99,320  115.6

合計（千円）  1,986,190  65.5

相手先 

当第２四半期連結累計期間
（自 平成22年３月21日 
至 平成22年９月20日） 

金額（千円） 割合（％）

Japan Machine Tools,Corp.  262,080  13.2
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