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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4月1日～平成22年9月30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 20,266 331.9 2,495 ― 2,342 ― 2,039 ―
22年3月期第2四半期 4,692 △69.3 △787 ― △1,010 ― △1,094 ―

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 30.58 30.01
22年3月期第2四半期 △16.31 ―

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 37,763 21,125 55.3 314.21
22年3月期 31,147 19,882 63.2 294.29

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  20,884百万円 22年3月期  19,677百万円

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 ― ― ― 5.00 5.00
23年3月期 ― 5.00
23年3月期 

（予想）
― 5.00 10.00

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、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 38,300 145.5 4,400 ― 4,200 ― 3,100 ― 46.64



(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 
 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おりますが、この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレ
ビュー手続の対象外であります。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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されたものであり、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数値と異なる可能性があります。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「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 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2Q 68,019,379株 22年3月期  68,019,379株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  1,550,998株 22年3月期  1,154,303株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 66,705,397株 22年3月期2Q 67,123,674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におけるわが国経済は、中国等アジア新興国向け輸出に支えられ緩やかな回復基調でき

ましたが、 近の急激な円高から景気停滞への懸念が高まってきております。 

 工作機械業界におきましても、中国等アジア新興国主体に市況は順調に回復してきておりますが、国内および欧

州・米国向け市況は、急激な円高により先行き不透明感が強まりつつあります。 

 このような状況の下、当社グループは中国生産の強化を図るとともに、更に高度化するＩＴ関連ニーズおよび中国

等新興国のニーズに応えるべく精密工作機械を積極的に市場に提供してまいりました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は前年同期比331.9%の20,266百万円、営業利益は2,495百万円(前年

同期は△787百万円)、経常利益は2,342百万円(前年同期は△1,010百万円)、四半期純利益は2,039百万円(前年同期は

△1,094百万円)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２四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べて6,615百万円増加し37,763百万円となりました。 

これは主に、受取手形及び売掛金が2,247百万円、たな卸資産が2,784百万円増加した一方、投資有価証券が625百万

円減少したことによるものです。  

 当第２四半期末における負債は、前連結会計年度末に比べて5,373百万円増加し、16,637百万円となりました。 

これは主に、支払手形及び買掛金が6,444百万円増加した一方、短期借入金が1,008百万円、社債が150百万円減少し

たことによるものです。 

 当第２四半期末における純資産は、前連結会計年度末に比べて1,242百万円増加し、21,125百万円となりました。 

これは主に、利益剰余金が1,705百万円増加した一方、その他有価証券評価差額金が293百万円減少したことによるも

のです。  

 以上の結果、自己資本比率は55.3％と前連結会計年度末比7.9％の減少となりました。 

  

②当期のキャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて1,706百万円増加し、5,549百万

円となりました。当第２四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、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）  

 営業活動による資金は、3,750百万円の増加となりました。  

これは主に、税金等調整前四半期純利益2,189百万円、仕入債務の増加6,651百万円により資金が増加した一方、売上

債権の増加2,475百万円、たな卸資産の増加2,851百万円により資金が減少し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） 

 投資活動による資金は、370百万円の減少となりました。  

これは主に、有形固定資産の取得による支出373百万円により資金が減少したことによるものです。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動による資金は、1,625百万円の減少となりました。 

これは主に、短期借入金の返済904百万円、社債の償還150百万円、配当金の支払い334百万円により資金が減少した

ことによるものです。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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 （３）連結業績予想に関する定性的情報 

  当第２四半期累計期間の業績は、平成22年５月13日に公表いたしました業績予想数値を上回る実績となりました

が、 近の急激な円高から景気停滞への懸念が高まってきておりますので、第３四半期以降の売上高予想は当初の

ままとしております。 

  利益面につきましても、生産効率は改善されますが為替の影響もあり、売上高予想と同様据置きとしておりま

す。  

  

 平成23年３月期 通期連結業績予想の修正内容 

  

 (ご参考) 

 〔個 別〕 

  

（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 

  税金費用の計算及び引当金の計上基準等については、一部簡便的な方法を採用しております。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 資産除去債務に関する会計基準の適用 

 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、これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 

  

  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)  37,000  3,900  3,900  3,000  44.86

今回修正予想(Ｂ)  38,300  4,400  4,200  3,100  46.64

増減額 (Ｂ)-(Ａ)  1,300  500  300  100  1.78

増減率  (％) ％ 3.5 ％ 12.8 ％ 7.7 ％ 3.3  －

  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)  34,000  3,300  3,300  2,400  35.89

今回修正予想(Ｂ)  36,600  3,400  3,400  2,500  37.61

増減額 (Ｂ)-(Ａ)  2,600  100  100  100  1.72

増減率  (％) ％ 7.6 ％ 3.0 ％ 3.0 ％ 4.2  －

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：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 5,599 3,892

受取手形及び売掛金 9,789 7,541

商品及び製品 2,019 1,088

仕掛品 6,088 4,635

原材料及び貯蔵品 2,881 2,479

繰延税金資産 249 136

その他 946 459

貸倒引当金 △60 △43

流動資産合計 27,512 20,191

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,569 3,691

機械装置及び運搬具（純額） 1,653 1,729

土地 591 591

建設仮勘定 24 －

その他（純額） 247 195

有形固定資産合計 6,087 6,208

無形固定資産 137 53

投資その他の資産   

投資有価証券 3,657 4,283

関係会社出資金 226 226

長期貸付金 2 2

繰延税金資産 27 －

その他 89 155

投資その他の資産合計 4,004 4,667

固定資産合計 10,228 10,930

繰延資産 21 25

資産合計 37,763 31,147
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 13,390 6,946

短期借入金 － 1,008

1年内償還予定の社債 300 300

未払法人税等 236 67

賞与引当金 289 189

製品保証引当金 99 53

その他 656 730

流動負債合計 14,972 9,296

固定負債   

社債 750 900

繰延税金負債 － 129

退職給付引当金 817 837

役員退職慰労引当金 8 8

その他 88 92

固定負債合計 1,665 1,968

負債合計 16,637 11,264

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,599 10,599

資本剰余金 4,154 4,151

利益剰余金 6,496 4,791

自己株式 △429 △207

株主資本合計 20,821 19,334

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 169 463

繰延ヘッジ損益 31 △99

為替換算調整勘定 △137 △20

評価・換算差額等合計 63 343

新株予約権 240 204

純資産合計 21,125 19,882

負債純資産合計 37,763 31,147
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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：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 4,692 20,266

売上原価 3,951 15,916

売上総利益 740 4,349

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 315 387

貸倒引当金繰入額 48 88

賞与引当金繰入額 21 69

退職給付費用 51 36

研究開発費 363 371

保険料 41 57

製品保証引当金繰入額 14 72

その他 670 771

販売費及び一般管理費合計 1,527 1,853

営業利益又は営業損失（△） △787 2,495

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 17 65

助成金収入 119 －

受取保険金 － 1

その他 74 24

営業外収益合計 211 91

営業外費用   

支払利息 11 26

為替差損 73 184

手形売却損 27 17

休止費用 293 －

その他 29 16

営業外費用合計 435 244

経常利益又は経常損失（△） △1,010 2,342

特別利益   

投資有価証券売却益 － 5

特別利益合計 － 5

特別損失   

固定資産除却損 － 0

固定資産売却損 1 －

投資有価証券評価損 － 146

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 11

特別損失合計 1 158

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（△）

△1,012 2,189

法人税、住民税及び事業税 19 227

過年度法人税等 17 －

法人税等調整額 45 △77

法人税等合計 82 150

少数株主損益調整前四半期純利益 － 2,039

少数株主利益 － －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,094 2,039
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△1,012 2,189

減価償却費 367 343

投資有価証券評価損益（△は益） － 146

投資有価証券売却損益（△は益） － △5

貸倒引当金の増減額（△は減少） △13 16

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2 △19

受取利息及び受取配当金 △17 △65

支払利息 11 26

有形固定資産売却損益（△は益） 1 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 11

売上債権の増減額（△は増加） 110 △2,475

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,247 △2,851

仕入債務の増減額（△は減少） △664 6,651

その他 △63 △122

小計 △31 3,845

利息及び配当金の受取額 17 11

利息の支払額 △11 △21

法人税等の支払額 △34 △85

営業活動によるキャッシュ・フロー △59 3,750

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △30 △30

定期預金の払戻による収入 30 30

有形固定資産の取得による支出 △146 △373

有形固定資産の売却による収入 10 －

投資有価証券の取得による支出 △80 △0

投資有価証券の売却による収入 － 33

貸付金の回収による収入 24 －

その他 0 △29

投資活動によるキャッシュ・フロー △192 △370

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 800 700

短期借入金の返済による支出 △800 △1,604

社債の償還による支出 △150 △150

自己株式の売却による収入 0 0

自己株式の取得による支出 △108 △231

配当金の支払額 △345 △334

リース債務の返済による支出 △2 △4

財務活動によるキャッシュ・フロー △607 △1,625

現金及び現金同等物に係る換算差額 △26 △47

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △885 1,706

現金及び現金同等物の期首残高 3,188 3,842

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,302 5,549
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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４月１日 至平成21年９月30日） 

 工作機械事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占

める割合がいずれも90％超であるため、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。 

  

〔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４月１日 至平成21年９月30日）  

※１．国別の区分の方法は、事業活動の地域的独立性によっております。 

２．当第２四半期連結累計期間のセグメント別営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能費用の金

額はありません。  

  

〔海外売上高〕 

前第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

※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) アジア…………………台湾、タイ、香港、シンガポール、中国、韓国、インド、フィリピン  

(2) アメリカ………………アメリカ合衆国  

(3) ヨーロッパ……………ドイツ、スイス、イタリア、フランス  

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。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
日本 

（百万円）
中国 

（百万円） 
計  

（百万円） 
消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円）

Ⅰ．売上高及び営業損益                      

売上高                      

(1）外部顧客に対する売上高  3,821  870  4,692 －  4,692

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 616  423  1,039  (1,039) － 

計  4,437  1,293  5,731  (1,039)  4,692

営業利益又は営業損失(△)  △867  65  △802  (△15)  △787

  アジア アメリカ ヨーロッパ 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  2,282  340  86  2,709

Ⅱ 連結売上高（百万円）        4,692

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 48.6  7.3  1.9  57.8
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〔セグメント情報〕 

１．報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営

資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社グループは、国内外で工作機械の製造及び販売を行っております。製造・販売体制を基礎とした所在地

別のセグメントから構成されており、「日本」及び「中国」の各グループ会社の所在地を報告セグメントとし

ております。 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９月30日） 

  

３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な

内容（差異調整に関する事項） 

  

４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

  

（追加情報） 

 第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成

21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号

平成20年３月21日）を適用しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

  （単位：百万円）

  

報告セグメント 

日本 中国 合計 

売上高       

外部顧客への売上高  16,215  4,050  20,266

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 4,004  1,882  5,887

計  20,220  5,933  26,153

セグメント利益  1,863  645  2,508

  （単位：百万円）

利益 金額 

報告セグメント計  2,508

棚卸資産の調整額  △13

四半期連結損益計算書の営業利益  2,495

（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）海外売上高 

当第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９月30日）  

※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) アジア…………………台湾、タイ、香港、シンガポール、中国、韓国、インド、フィリピン 

(2) アメリカ………………アメリカ合衆国  

(3) ヨーロッパ……………ドイツ、スイス、イタリア、フランス  

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。 

  

（２）連結販売実績 

当第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９月30日）  

(百万円未満切捨) 

   

４．補足情報

  アジア アメリカ ヨーロッパ 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  13,522  1,194  1,210  15,928

Ⅱ 連結売上高（百万円）        20,266

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
 66.7  5.9  6.0  78.6

事業の種類別  

当第２四半期 

連結累計期間 

(H22.4.1～H22.9.30)

前第２四半期 

連結累計期間 

(H21.4.1～H21.9.30)

比較増減 
前連結会計年度 

(H21.4.1～H22.3.31)

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

自動旋盤  17,289  85.3  3,162  67.4  14,126  446.6  11,712  75.1

研削盤  906  4.5  352  7.5  554  157.1  997  6.4

マシニングセンタ  707  3.5  187  4.0  519  276.6  539  3.4

転造盤、専用機  1,017  5.0  780  16.7  237  30.4  1,834  11.8

その他  344  1.7  208  4.4  136  65.4  514  3.3

合計   20,266  100.0  4,692  100.0  15,573  331.9  15,598  100.0

(うち海外売上高) (15,928) (78.6) (2,709) (57.8) (13,218) (487.8) (11,251) (72.1)
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