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(百万円未満切捨て)

１．平成24年３月期第２四半期の連結業績（平成23年４月１日～平成23年９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 ％

24年３月期第２四半期 4,380 8.6 290 ― 239 ― 220 ―

23年３月期第２四半期 4,035 39.0 △8 ― △49 ― △82 ―

(注) 包括利益 24年３月期第２四半期 50百万円( ―％) 23年３月期第２四半期 3百万円( ―％)

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

24年３月期第２四半期 7 38 ―

23年３月期第２四半期 △2 76 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

24年３月期第２四半期 13,325 5,226 39.2

23年３月期 13,288 5,176 39.0

(参考) 自己資本 24年３月期第２四半期 5,226百万円 23年３月期 5,176百万円

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

23年３月期 ― 0 00 ― 0 00 0 00

24年３月期 ― 0 00

24年３月期(予想) ― 3 00 3 00

３．平成24年３月期の連結業績予想（平成23年４月１日～平成24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 9,000 8.2 755 170.5 695 220.9 565 252.6 18 93



  

 
 (注)詳細は、四半期決算短信[添付資料]3ページ「四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。

 

 
  

・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。 

  

・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。 

４．その他

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

  新規  ―社 (            )、除外  ―社 (            )

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
 

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

（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) 24年３月期２Ｑ 29,929,996株 23年３月期 29,929,996株

② 期末自己株式数 24年３月期２Ｑ 86,658株 23年３月期 86,637株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期２Ｑ 29,843,350株 23年３月期２Ｑ 29,848,223株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、サプライチェーンの復旧に伴い、東日本大震災に
より停滞を余儀なくされた生産活動が回復する等、持ち直しの兆しが見られましたが、欧米諸国におけ
る財政問題や、円高や株価低迷などによる影響が懸念され、先行きが不透明な状況で推移いたしまし
た。 
当社グループにおきましては、国内向け販売はほぼ前年並みでありましたが、海外向け販売が好調に

推移し、当第２四半期連結累計期間の売上高は前年同四半期比8.6％増の4,380百万円となりました。こ
のうち、国内向けは前年同四半期比0.6％増の2,850百万円、海外向けは前年同四半期比27.3％増の
1,529百万円であります。連結売上高に占める輸出の割合は34.9％となり、前年同四半期から5.1ポイン
ト上昇いたしました。 
製品別では、焼肌チップが前年同期比0.1％減の894百万円、切削工具が前年同期比14.5％増の2,713

百万円、耐摩耗工具が前年同期比0.2％減の765百万円となりました。 
 収益面では、収益構造改革の推進により前期後半より収益性は大幅に改善しており、当第２四半期連
結累計期間の経営成績は営業利益290百万円(前年同四半期は8百万円の損失)、経常利益239百万円(前年
同四半期は49百万円の損失)、四半期純利益220百万円(前年同四半期は82百万円の損失)となりました。

  

(資産) 
資産は前連結会計年度末に比べ36百万円増加し13,325百万円となりました。このうち流動資産は133

百万円の増加、固定資産は96百万円の減少でありました。 
 流動資産の変動の主な要因は、原材料及び貯蔵品が231百万円、仕掛品が84百万円増加したことに対
し、現金及び預金が170百万円、受取手形及び売掛金が46百万円減少したことであります。 
 固定資産のうち、有形固定資産は151百万円増加しました。変動の主な要因は、減価償却費の計上235
百万円、設備投資の実施394百万円であります。投資その他の資産は249百万円減少しました。変動の主
な要因は、投資有価証券の評価額が株価の下落を受け253百万円減少したことであります。 
  

(負債) 
負債は前連結会計年度末に比べ13百万円減少し、8,098百万円となりました。このうち流動負債は142

百万円の減少、固定負債は128百万円の増加でありました。 
 流動負債の変動の主な要因は、支払手形及び買掛金が151百万円増加したことに対し、短期借入金が
430百万円減少したことであります。 
 固定負債の変動の主な要因は、長期借入金が232百万円増加したことに対し、長期繰延税金負債が103
百万円減少したことであります。 
  

(純資産) 
純資産は前連結会計年度末に比べ50百万円増加し5,226百万円となりました。株主資本は、四半期純

利益が220百万円であったこと等により5,125百万円となりました。また、株式の時価評価等によりその
他の包括利益累計額は169百万円減少し101百万円となりました。 
  

(キャッシュ・フローの状況) 
営業活動により獲得した資金は287百万円でありました。資金流入の主な要因は、税金等調整前四半

期純利益232百万円、減価償却費237百万円、仕入債務の増加155百万円であり、資金流出の主な要因
は、棚卸資産の増加311百万円、利息の支払額43百万円であります。 
投資活動により流出した資金は237百万円でありました。主な要因は、設備投資227百万円でありま

す。 
財務活動により流出した資金は216百万円でありました。主な要因は借入金の返済による支出4,148百

万円に対し、借入による収入が3,950百万円であったことであります。 
以上の結果、現金及び現金同等物の当四半期連結累計期間末残高は前連結会計年度末と比べ、170百

万円減少し1,533百万円となりました。 

  

現時点では平成23年７月11日に公表しました業績予想に変更はありません。  

  

１．当四半期決算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。 

  

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、この計算で合理

性を欠く場合には、税引前四半期純利益を調整のうえ、法定実効税率を用いて税金費用を計算しており

ます。 

  

該当事項はありません。 

  

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

○税金費用の計算

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,004,181 1,833,611

受取手形及び売掛金 2,432,529 2,386,487

商品及び製品 1,421,607 1,401,610

仕掛品 825,151 909,458

原材料及び貯蔵品 651,672 882,823

未収入金 4,007 12,457

その他 83,560 130,102

貸倒引当金 △30,495 △31,108

流動資産合計 7,392,214 7,525,442

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,167,353 1,132,169

機械装置及び運搬具（純額） 1,140,933 1,288,861

土地 1,184,949 1,184,949

リース資産（純額） 302,936 284,985

その他（純額） 57,513 114,028

有形固定資産合計 3,853,687 4,004,993

無形固定資産 29,646 30,888

投資その他の資産   

投資有価証券 1,399,743 1,146,734

長期貸付金 2,308 1,632

長期預金 300,000 300,000

差入保証金 75,756 68,874

保険積立金 244,338 251,302

その他 20,459 25,436

貸倒引当金 △29,489 △29,928

投資その他の資産合計 2,013,117 1,764,052

固定資産合計 5,896,451 5,799,935

資産合計 13,288,665 13,325,377
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,108,243 1,259,878

短期借入金 2,733,213 2,302,803

未払法人税等 37,528 21,815

賞与引当金 135,383 133,449

未払費用 37,931 50,622

その他 201,099 342,420

流動負債合計 4,253,398 4,110,990

固定負債   

長期借入金 1,810,124 2,042,509

リース債務 278,302 259,137

資産除去債務 18,360 18,360

長期未払金 391,339 387,727

退職給付引当金 1,139,294 1,161,730

繰延税金負債 221,382 118,200

固定負債合計 3,858,802 3,987,665

負債合計 8,112,200 8,098,655

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,099,194 3,099,194

資本剰余金 3,057,132 1,703,396

利益剰余金 △1,230,089 343,804

自己株式 △20,722 △20,726

株主資本合計 4,905,513 5,125,668

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 322,554 172,218

為替換算調整勘定 △51,602 △71,165

その他の包括利益累計額合計 270,951 101,052

純資産合計 5,176,465 5,226,721

負債純資産合計 13,288,665 13,325,377
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
 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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 4,035,568 4,380,680

売上原価 3,027,132 3,026,856

売上総利益 1,008,435 1,353,824

販売費及び一般管理費 1,016,718 1,063,277

営業利益又は営業損失（△） △8,283 290,547

営業外収益   

受取利息 589 766

受取配当金 13,090 15,634

助成金収入 14,832 11,067

その他 13,964 6,145

営業外収益合計 42,477 33,613

営業外費用   

支払利息 57,867 41,749

為替差損 24,864 36,109

その他 1,256 6,315

営業外費用合計 83,988 84,175

経常利益又は経常損失（△） △49,794 239,985

特別利益   

固定資産売却益 3,639 468

貸倒引当金戻入額 4 －

特別利益合計 3,643 468

特別損失   

固定資産除却損 1,589 7,287

投資有価証券評価損 4,038 368

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 18,945 －

その他 53 －

特別損失合計 24,627 7,656

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（△）

△70,778 232,798

法人税、住民税及び事業税 11,675 12,639

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△82,453 220,158

四半期純利益又は四半期純損失（△） △82,453 220,158
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 四半期連結包括利益計算書 
 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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△82,453 220,158

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 109,937 △150,335

為替換算調整勘定 △23,995 △19,563

その他の包括利益合計 85,942 △169,898

四半期包括利益 3,489 50,259

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 3,489 50,259

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23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（△）

△70,778 232,798

減価償却費 247,823 237,268

投資有価証券評価損益（△は益） 4,038 368

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 18,945 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △888 2,245

受取利息及び受取配当金 △13,680 △16,400

支払利息 57,867 41,749

為替差損益（△は益） 8,036 3,012

固定資産売却損益（△は益） △3,639 △468

固定資産除却損 1,589 7,287

売上債権の増減額（△は増加） △150,573 39,096

たな卸資産の増減額（△は増加） 56,863 △311,128

仕入債務の増減額（△は減少） 227,359 155,543

その他 △116,975 △54,705

小計 265,988 336,667

利息及び配当金の受取額 12,120 14,620

利息の支払額 △58,053 △43,005

法人税等の還付額 2,040 2,508

法人税等の支払額 △23,288 △22,897

営業活動によるキャッシュ・フロー 198,808 287,894

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 △74,009 △227,284

有形固定資産の売却による収入 559,488 1,205

無形固定資産の取得による支出 △11,886 △3,130

投資有価証券の取得による支出 △871 △876

貸付けによる支出 △283 －

貸付金の回収による収入 1,340 577

定期預金の預入による支出 △300,000 －

その他 2,843 △8,019

投資活動によるキャッシュ・フロー 176,622 △237,527

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 3,300,000 3,000,000

短期借入金の返済による支出 △4,300,000 △3,400,000

長期借入れによる収入 600,000 950,000

長期借入金の返済による支出 △668,186 △748,025

自己株式の取得による支出 △172 △3

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △18,016 △18,581

配当金の支払額 △86 △21

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,086,461 △216,630

現金及び現金同等物に係る換算差額 △9,850 △4,306

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △720,881 △170,570

現金及び現金同等物の期首残高 2,116,729 1,704,181

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,395,847 1,533,611
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当第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日） 

該当事項はありません。 

  

前第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）及び当第２四半期連結累

計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日） 

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諸表が入手可能であり、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。 

当社及び連結子会社の事業は、主として超硬合金・工具の製造及び製品等の販売を営んでいるもので

あり、報告セグメントとしては当該事業のみを対象とし単一であるため、セグメント情報の記載を省略

しております。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日） 

平成23年6月29日開催の第85期定時株主総会決議に基づき、今後の財務政策上の柔軟性及び機動性を

確保し、早期に復配できる体制を実現することを目的として、資本準備金を1,353,735千円減少し、そ

の他資本剰余金に振り替え、振り替え後のその他資本剰余金の全額を取り崩して繰越利益剰余金の欠損

填補を行っております。この結果、当第２四半期連結会計期間末における資本剰余金が1,703,396千

円、利益剰余金が343,804千円となっております。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

（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 生産実績 

 
   (注) １ 金額は販売価格で表示しております。 

   ２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

② 受注実績 

 
   (注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

③ 販売実績 

 
   (注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

４．補足情報

生産、受注及び販売の状況

製品区

前第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

当第２四半期連結累計期間
自 平成23年４月１日 
至 平成23年９月30日

前連結会計年度
自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％)

焼肌チップ 913,316 22.8 906,827 19.9 1,863,402 22.4

切削工具 2,357,524 58.9 2,911,770 64.1 4,982,004 59.8

耐摩耗工具 733,184 18.3 725,997 16.0 1,478,673 17.8

その他 681 0.0 318 0.0 1,953 0.0

合計 4,004,705 100.0 4,544,912 100.0 8,326,032 100.0

製品区分

前第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

当第２四半期連結累計期間
自 平成23年４月１日 
至 平成23年９月30日

前連結会計年度
自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日

受注高(千円) 受注残高(千円) 受注高(千円) 受注残高(千円) 受注高(千円) 受注残高(千円)

焼肌チップ 909,037 94,124 870,927 77,431 1,860,565 100,644

切削工具 2,416,569 437,976 2,758,300 636,952 5,125,441 592,273

耐摩耗工具 740,323 178,708 763,720 180,691 1,517,073 182,623

その他 4,542 3,347 6,928 3,823 15,352 4,162

合計 4,070,471 714,155 4,399,875 898,897 8,518,431 879,702

製品区分

前第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

当第２四半期連結累計期間
自 平成23年４月１日 
至 平成23年９月30日

前連結会計年度
自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％)

焼肌チップ 895,315 22.2 894,140 20.4 1,840,323 22.1

切削工具 2,369,203 58.7 2,713,621 61.9 4,923,778 59.2

耐摩耗工具 766,954 19.0 765,652 17.5 1,539,789 18.5

その他 4,096 0.1 7,267 0.2 14,091 0.2

合計 4,035,568 100.0 4,380,680 100.0 8,317,981 100.0
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