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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） 

 

(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 ％

24年3月期第2四半期 16,664 △17.8 1,397 △44.0 1,221 △47.9 873 △57.2
23年3月期第2四半期 20,266 331.9 2,495 ― 2,342 ― 2,039 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 102百万円 （△94.2％） 23年3月期第2四半期 1,759百万円 （―％）

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 13.22 13.04
23年3月期第2四半期 30.58 30.03

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 38,384 22,008 56.6
23年3月期 35,860 22,122 60.9
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  21,733百万円 23年3月期  21,831百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
24年3月期 ― 5.00
24年3月期（予想） ― 5.00 10.00

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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

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 36,000 0.2 3,600 △3.5 3,500 △0.1 2,200 △22.5 33.29



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 68,019,379 株 23年3月期 68,019,379 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 1,686,737 株 23年3月期 2,140,680 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 66,095,316 株 23年3月期2Q 66,705,397 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、東日本大震災により落ち込んだ生産活動の持ち直しがあった一

方、歴史的な円高による輸出の鈍化に加え、欧州・米国の経済不安の影響を受け厳しい状況で推移いたしました。 

 工作機械業界におきましても、内需は緩やかながら回復してきており、外需は中国等アジア新興国向けに好調に推

移してきましたが、後半からの円高の急伸と外需を牽引してきた中国の金融引締めの影響から、先行き不透明感が出

てまいりました。  

 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生産コストの低減に努めてまいりましたが、

急激な円高影響を回避するまでには至りませんでした。 

 この結果、売上高は16,664百万円（前年同四半期比17.8％減）、営業利益は1,397百万円（前年同四半期比44.0％

減）、経常利益は1,221百万円（前年同四半期比47.9％減）、四半期純利益は873百万円（前年同四半期比57.2％減）

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2,523百万円増加し、38,384百万円となりました。 

これは主に、現金及び預金が846百万円、たな卸資産が1,573百万円、受取手形及び売掛金が635百万円増加した一

方、投資有価証券が評価減により983百万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2,636百万円増加し、16,375百万円となりました。 

これは主に、支払手形及び買掛金が2,195百万円、短期借入金が1,060百万円増加した一方、繰延税金負債が406百万

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113百万円減少し、22,008百万円となりました。 

これは主に、当四半期純利益が873百万円増加した一方、その他有価証券評価差額金が評価減により620百万円、配当

金の支払いにより329百万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56.6％と前連結会計年度末比4.3％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846百万円増加し、4,908百万円

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、1,117百万円の増加（前年同四半期は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1,210百万円、減価償却費360百万円、仕入債務の増加2,333百万円によ

り資金が増加した一方、売上債権の増加739百万円、たな卸資産の増加1,675百万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、900百万円の減少（前年同四半期は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392百万円、出資金の払込467百万円(インド現地法人設立)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、648百万円の増加（前年同四半期は1,625百万円の減少）となりました。 

 これは主に、短期借入金の増加1,090百万円により資金が増加した一方、社債の償還150百万円、配当金の支払

329百万円により資金が減少したことによるものです。 

（注）「資産、負債及び純資産の状況」と「当期のキャッシュ・フローの状況」において、たな卸資産増加額、 

短期借入金増加額の金額の差異は、為替換算の影響によるものです。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年３月期通期業績予想につきましては、平成23年10月17日公表内容と同じく、当初予想のとおりとしており

ます。 

 平成24年３月期の配当につきましても当初予想のとおり、１株につき中間配当金５円、期末配当金５円の、年間 

10円としております。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

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 4,111 4,958

受取手形及び売掛金 7,729 8,365

商品及び製品 2,925 2,915

仕掛品 5,181 5,155

原材料及び貯蔵品 2,611 4,221

繰延税金資産 289 332

その他 786 736

貸倒引当金 △56 △54

流動資産合計 23,578 26,631

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,681 3,574

機械装置及び運搬具（純額） 1,881 1,784

土地 591 591

リース資産（純額） 17 18

建設仮勘定 18 200

その他（純額） 243 223

有形固定資産合計 6,433 6,393

無形固定資産 139 150

投資その他の資産   

投資有価証券 4,927 3,944

関係会社出資金 670 1,115

長期貸付金 1 1

繰延税金資産 1 1

その他 88 132

投資その他の資産合計 5,689 5,194

固定資産合計 12,263 11,737

繰延資産 18 15

資産合計 35,860 38,384
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（単位：百万円）

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 8,011 10,206

短期借入金 2,089 3,149

1年内償還予定の社債 300 300

未払法人税等 374 390

賞与引当金 248 279

製品保証引当金 107 102

その他 640 563

流動負債合計 11,771 14,992

固定負債   

社債 600 450

繰延税金負債 480 73

退職給付引当金 791 785

役員退職慰労引当金 12 9

その他 82 63

固定負債合計 1,966 1,382

負債合計 13,738 16,375

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,599 10,599

資本剰余金 4,157 4,138

利益剰余金 6,962 7,491

自己株式 △771 △608

株主資本合計 20,947 21,620

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 993 373

繰延ヘッジ損益 5 △0

為替換算調整勘定 △114 △259

その他の包括利益累計額合計 884 113

新株予約権 290 275

純資産合計 22,122 22,008

負債純資産合計 35,860 38,384
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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：百万円）

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 20,266 16,664

売上原価 15,916 13,157

売上総利益 4,349 3,506

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 387 516

貸倒引当金繰入額 88 －

賞与引当金繰入額 69 74

退職給付費用 36 37

役員退職慰労引当金繰入額 － 2

研究開発費 371 394

保険料 57 63

製品保証引当金繰入額 72 41

その他 771 979

販売費及び一般管理費合計 1,853 2,109

営業利益 2,495 1,397

営業外収益   

受取利息 0 1

受取配当金 65 23

受取保険金 1 4

その他 24 44

営業外収益合計 91 73

営業外費用   

支払利息 26 28

為替差損 184 142

手形売却損 17 54

その他 16 23

営業外費用合計 244 249

経常利益 2,342 1,221

特別利益   

固定資産売却益 － 0

投資有価証券売却益 5 －

特別利益合計 5 0

特別損失   

固定資産除却損 0 0

投資有価証券評価損 146 10

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 11 －

その他 － 0

特別損失合計 158 11

税金等調整前四半期純利益 2,189 1,210

法人税、住民税及び事業税 227 429

法人税等調整額 △77 △92

法人税等合計 150 337

少数株主損益調整前四半期純利益 2,039 873

少数株主利益 － －

四半期純利益 2,039 873
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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：百万円）

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 2,039 873

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △293 △620

繰延ヘッジ損益 130 △5

為替換算調整勘定 △116 △145

その他の包括利益合計 △280 △770

四半期包括利益 1,759 102

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,759 102

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：百万円）

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 2,189 1,210

減価償却費 343 360

投資有価証券評価損益（△は益） 146 10

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） 16 △2

退職給付引当金の増減額（△は減少） △19 △5

受取利息及び受取配当金 △65 △24

支払利息 26 28

有形固定資産売却損益（△は益） － △0

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） △2,475 △739

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,851 △1,675

仕入債務の増減額（△は減少） 6,651 2,333

その他 △122 26

小計 3,845 1,522

利息及び配当金の受取額 11 24

利息の支払額 △21 △37

法人税等の支払額 △85 △391

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,750 1,117

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 △373 △392

有形固定資産の売却による収入 － 5

投資有価証券の取得による支出 △0 △0

投資有価証券の売却による収入 33 －

出資金の払込による支出 － △467

その他 △29 △45

投資活動によるキャッシュ・フロー △370 △900

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 700 2,349

短期借入金の返済による支出 △1,604 △1,259

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 45

自己株式の取得による支出 △231 △1

配当金の支払額 △334 △329

リース債務の返済による支出 △4 △5

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,625 648

現金及び現金同等物に係る換算差額 △47 △19

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,706 846

現金及び現金同等物の期首残高 3,842 4,061

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,549 4,908
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 該当事項はありません  

  

〔セグメント情報〕 

Ⅰ．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） 

１．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 

  

２．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） 

  

３．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。 

  

Ⅱ．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） 

１．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 

  

２．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） 

  

３．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。  

  

 該当事項はありません。  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

  （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

未実現利益の消去他  △13

四半期連結損益計算書の営業利益  2,495

  （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  12,120  4,543  16,664

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 4,408  1,258  5,667

計  16,529  5,802  22,331

セグメント利益  1,212  186  1,398

  （単位：百万円）

利益 金額 

報告セグメント計  1,398

未実現利益の消去他  △1

四半期連結損益計算書の営業利益  1,397

（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23年４月１日 至平成23年９月30日）  

（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) アジア…………………中国、タイ、韓国、シンガポール、ベトナム、台湾、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……………スイス、ドイツ、イタリア、フランス、トルコ 

   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 

(百万円未満切捨) 

   

  

３．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）  8,165  1,471  1,528  11,165

Ⅱ 連結売上高（百万円）        16,664

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 49.0  8.8  9.2  67.0

  
前第２四半期連結累計期間

(H22.4.1～H22.9.30) 

当第２四半期連結累計期間

(H23.4.1～H23.9.30)  
比較増減 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

自動旋盤  17,289  85.3  13,583  81.5  △3,705  △21.4

研削盤  906  4.5  1,540  9.3  633  69.9

マシニングセンタ  707  3.5  519  3.1  △187  △26.5

転造盤、専用機  1,017  5.0  680  4.1  △337  △33.2

その他  344  1.7  340  2.0  △4  △1.2

合計   20,266  100.0  16,664  100.0  △3,601  △17.8

(うち海外売上高)  (15,928)  (78.6)  (11,165)  (67.0)  (△4,763)  (△29.9)
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