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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 10,678 34.7 78 ― △224 ― △231 ―

22年3月期第2四半期 7,928 △68.1 △760 ― △771 ― △1,273 ―

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 △3.67 ―

22年3月期第2四半期 △20.13 ―

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 27,931 3,405 12.2 53.87
22年3月期 25,188 3,641 14.5 57.59

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  3,405百万円 22年3月期  3,641百万円

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 24,000 62.9 600 ― 130 ― 110 ― 1.74



(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ました。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・平成22年５月17日に公表しました平成23年３月期の連結業績予想につきましては、本資料において修正しております。 
・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 （詳細は、【添付資料】P.３「その他」をご覧ください。）

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 63,534,546株 22年3月期  63,534,546株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  315,314株 22年3月期  307,792株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 63,221,053株 22年3月期2Q 63,291,132株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、中国等アジア新興国を中心とした外需や政府の景
気対策などにより一部では回復の兆しが見られるものの、急激な円高や株安など不安定要因もあり、景気
の先行きは不透明な状況で推移いたしました。 
 このような情勢の中で当社グループの当第２四半期連結累計期間の売上高は、輸送機器関連事業部門が
大幅に増加し、10,678百万円(前年同期比34.7%増)となりました。損益につきましては、営業利益が78百
万円(前年同期は営業損失760百万円)、経常損失は、為替差損の影響等もあり224百万円(前年同期は経常
損失771百万円)となりました。四半期純損失は、231百万円(前年同期は四半期純損失1,273百万円)となり
ました。 
  
 セグメントの業績は次のとおりであります。  
  
 工作機械関連事業部門におきましては、設備投資需要の旺盛な中国を中心にアジア新興国において積極
的な営業活動をしてまいりました結果、受注高は増加したものの、昨年の受注環境の悪化により売上高
は、僅かに減少いたしました。損益につきましては、原価低減や経費削減に努めてまいりました結果、損
失幅が縮小いたしました。その結果、売上高は4,137百万円、営業損失は299百万円となりました。 
 輸送機器関連事業部門におきましては、主力製品であります二輪車、バギー車用エンジン部品および自
動車部品の生産が増加したことにより、売上高は6,502百万円、営業利益は351百万円となりました。 
 その他部門におきましては、不動産賃貸事業により売上高は39百万円となり、営業利益は27百万円とな
りました。 

  

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ2,742百万円増加し27,931百万円
となりました。この主な要因は売上債権及びたな卸資産の増加によるものであります。 
 負債合計は、前連結会計年度末に比べ2,978百万円増加し24,526百万円となりました。この主な要因は
仕入債務及び借入金の増加によるものであります。 
 純資産合計は、前連結会計年度末に比べ236百万円減少し3,405百万円となりました。減少の主な要因は
四半期純損失231百万円の計上によるものであります。この結果、自己資本比率は12.2％となりました。 
  

（キャッシュ・フローの状況） 
当第２四半期連結累計期間の営業活動による資金は、税金等調整前四半期純損失に減価償却費及び仕入

債務の増加等を加え、売上債権の増加及びたな卸資産の増加等を差し引き202百万円の使用となりまし
た。投資活動による資金は主として、関係会社出資金の払込による支出及び設備投資による支出により
193百万円の使用、財務活動による資金は、短期及び長期借入れによる収入から、短期及び長期借入金の
返済による支出等を差し引き523百万円の獲得となりました。  
 以上の結果、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、2,357百万円と前連
結会計年度末より132百万円増加いたしました。 
  

近の業績の動向を踏まえ、平成22年５月17日に公表いたしました通期の連結業績予想を修正いたしま
した。なお、修正の詳細につきましては、平成22年11月10日公表の「平成23年３月期第２四半期連結累計
期間の業績予想値と決算値との差異及び平成23年３月期通期連結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。 
  

(簡便な会計処理） 
①一般債権の貸倒見積高の算定方法  

当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等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、前連結会計年度末において算定した貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算
定しております。 

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 
該当事項はありません。 

  

・会計処理基準に関する事項の変更 

①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。  
この結果、第２四半期連結累計期間の税金等調整前四半期純損失が27百万円増加しております。 

 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231百万円であり、当該変動額のう
ち204百万円は前連結会計年度末における環境対策引当金の残高を資産除去債務の一部として引き継
いだ額であります。 

②「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用
当第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３

月10日公表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24
号 平成20年３月10日）を適用しております。 
 これによる損益への影響は軽微であります。  

  

当社グループは、前連結会計年度においてシンジケートローンの財務制限条項等に抵触する事実が発
生し、これにより期限の利益喪失に係る請求を受ける可能性がありましたが、当社グループとしては、
当該状況を解消すべく経営効率の改善・改革を含む経営計画、資金計画を策定し、取引金融機関に対し
シンジケートローン契約の当該事項につき適用免除について協議を行いました。その結果、全貸付人よ
り期限の利益喪失請求を行わないことにつき同意を頂いた書面を受領しましたので、当該状況は解消し
ております。 
 また、前連結会計年度の売上高が前々期と比べて64.5％減少したことにより「売上高の著しい減少」
の事象に該当しており、さらに、多額の営業損失、経常損失及び当期純損失を計上したことにより「重
要な営業損失、経常損失又は当期純損失の計上」の事象にも該当しております。当社グループは、この
ような状況を解消するために、前連結会計年度において、早期退職者優遇制度の実施や生産体制の見直
しにより固定費の削減を行い、今後も更なる原価低減や徹底した経費削減に努めることにより、当連結
会計年度において収益を確保でき、資金計画についても充分達成できるものと見込んでおります。 
 なお、当第２四半期連結累計期間においても当該状況に変更はなく、事業継続において不確実性は認
められないものと判断しております。 

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

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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：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 2,357 2,224

受取手形及び売掛金 3,408 2,816

商品及び製品 1,694 2,131

仕掛品 4,773 2,598

原材料及び貯蔵品 587 624

その他 2,123 1,442

貸倒引当金 △88 △125

流動資産合計 14,856 11,711

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 2,969 3,327

土地 7,387 7,387

その他（純額） 2,359 2,452

有形固定資産合計 12,716 13,167

無形固定資産 63 62

投資その他の資産   

その他 472 445

貸倒引当金 △178 △197

投資その他の資産合計 294 247

固定資産合計 13,074 13,477

資産合計 27,931 25,188

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,738 3,240

短期借入金 6,016 5,748

未払法人税等 18 19

賞与引当金 105 105

その他 807 951

流動負債合計 12,685 10,064

固定負債   

長期借入金 7,237 6,972

退職給付引当金 1,913 1,823

役員退職慰労引当金 99 99

負ののれん 14 16

資産除去債務 231 －

その他 2,344 2,572

固定負債合計 11,840 11,483

負債合計 24,526 21,547
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,640 4,640

資本剰余金 1,230 1,230

利益剰余金 △5,438 △5,206

自己株式 △51 △51

株主資本合計 380 613

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △9 2

土地再評価差額金 3,153 3,153

為替換算調整勘定 △119 △128

評価・換算差額等合計 3,024 3,027

純資産合計 3,405 3,641

負債純資産合計 27,931 25,188
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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 7,928 10,678

売上原価 7,670 9,693

売上総利益 258 984

販売費及び一般管理費 1,019 906

営業利益又は営業損失（△） △760 78

営業外収益   

受取利息 1 0

受取配当金 0 0

負ののれん償却額 1 2

持分法による投資利益 1 0

受取賃貸料 13 9

雇用調整助成金 145 －

その他 39 20

営業外収益合計 203 34

営業外費用   

支払利息 140 135

為替差損 42 181

その他 31 20

営業外費用合計 214 337

経常損失（△） △771 △224

特別利益   

固定資産売却益 1 1

貸倒引当金戻入額 － 23

特別利益合計 1 24

特別損失   

固定資産廃棄損 2 0

投資有価証券評価損 3 －

貸倒引当金繰入額 59 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 27

異常操業度損失 449 －

特別損失合計 515 27

税金等調整前四半期純損失（△） △1,285 △226

法人税、住民税及び事業税 △5 6

法人税等調整額 △7 △1

法人税等合計 △12 4

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △231

少数株主利益 0 －

四半期純損失（△） △1,273 △231
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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損失（△） △1,285 △226

減価償却費 780 537

負ののれん償却額 △1 △2

退職給付引当金の増減額（△は減少） 33 90

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △14 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 65 △21

受取利息及び受取配当金 △1 △1

支払利息 140 135

為替差損益（△は益） 13 2

持分法による投資損益（△は益） △1 △0

有形固定資産売却損益（△は益） △1 △1

有形固定資産廃棄損 2 0

売上債権の増減額（△は増加） 3,612 △1,241

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,072 △1,805

仕入債務の増減額（△は減少） △3,387 2,648

その他 △562 △162

小計 1,463 △48

利息及び配当金の受取額 3 1

利息の支払額 △144 △142

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 2 △12

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,323 △202

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の売却による収入 76 －

有形固定資産の取得による支出 △320 △129

有形固定資産の売却による収入 2 2

投資有価証券の取得による支出 － △3

投資有価証券の売却による収入 5 －

無形固定資産の取得による支出 △15 △8

関係会社出資金の払込による支出 － △55

出資金の払込による支出 － △0

子会社株式の取得による支出 △28 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △281 △193

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 － 1,210

短期借入金の返済による支出 △2,238 △10

長期借入れによる収入 2,800 1,590

長期借入金の返済による支出 △1,586 △2,256

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △0 △0

その他 △6 △9

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,032 523

現金及び現金同等物に係る換算差額 △15 5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4 132

現金及び現金同等物の期首残高 1,830 2,224

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,825 2,357
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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21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

  

 
(注) １ 事業区分は、製品の種類・性質によっております。 

２ 各区分の主な製品 

 (1) 工作機械関連事業………フレキシブルトランスファーマシン＆ライン、各種専用機、マシニングセンタ、

            半導体レーザー加工機他 

 (2) 輸送機器他関連事業……二輪車用エンジン、雪上車、ゴルフカー及びバギー車の部品加工、船舶用エンジ

            ンの加工組立、自動車用部品の加工 

  

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) 

  

 
(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 本邦以外の区分に属する国又は地域 

(1) 北米………………アメリカ 

(2) その他の地域……ドイツ、タイ 

３ 従来、「北米」は「その他の地域」に含めておりましたが、「北米」の売上高が全セグメントの合計の10％

以上となったため当第１四半期連結会計期間より「北米」として区分掲記しております。なお、前第２四半

期連結累計期間の「北米」の売上高は1,080百万円、営業利益は60百万円であります。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

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)

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

工作機械 

関連事業 

(百万円)

輸送機器他 

関連事業 

(百万円)

計 

(百万円)

消去又は全社 

(百万円)

連結 

(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に 

   対する売上高
4,156 3,772 7,928 ― 7,928

 (2) セグメント間の内部 

   売上高又は振替高
26 ― 26 (26) ―

計 4,182 3,772 7,954 (26) 7,928

営業損失（△） △592 △164 △756 (3) △760

【所在地別セグメント情報】

日本(百万円) 北米(百万円)
その他の

地域(百万円)
計(百万円)

消去又は 
全社(百万円)

連結(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

6,937 826 165 7,928 ─ 7,928

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

125 3 1 130 (130) ─

計 7,062 830 167 8,059 (130) 7,928

営業損失（△） △724 △96 △82 △903 142 △760
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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) 

  

 
(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) 北米………………アメリカ 

 (2) アジア……………中国、韓国、タイ 

 (3) その他の地域……フランス 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦地域以外の国又は地域における売上高であります。 

  

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。 

 当社は、事業部を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「工作機械関連事

業」及び「輸送機器関連事業」の２つを報告セグメントとしております。 

 「工作機械関連事業」は、フレキシブルトランスファーマシン＆ライン、各種専用機、マシニングセン

タ及び半導体レーザー加工機等の製造販売をしております。「輸送機器関連事業」は、二輪車用エンジン

等の輸送機器部品の製造販売をしております。 

  

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) 

                                      (単位：百万円) 

 
（注）１ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業であります。 

   ２ セグメント利益の調整額△0百万円は、セグメント間取引消去であります。 

   ３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

    

【海外売上高】

北米(百万円) アジア(百万円)
その他の地域 

(百万円)
計(百万円)

Ⅰ 海外売上高 825 1,422 23 2,271

Ⅱ 連結売上高 ― ― ― 7,928

Ⅲ 連結売上高に占める 

  海外売上高の割合(％)
10.4 18.0 0.3 28.7

【セグメント情報】

報告セグメント
その他
（注）１

合計
調整額
（注）２

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）３

工作機械 
関連事業

輸送機器
関連事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 4,137 6,502 10,639 39 10,678 ─ 10,678

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

2 ─ 2 ─ 2 △2 ─

計 4,139 6,502 10,641 39 10,680 △2 10,678

セグメント利益又は損失（△） △299 351 51 27 79 △0 78
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 （追加情報） 

当第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。 

  

当第２四半期連結累計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 
  

 
(注) １ 金額は販売価格によっており、セグメント間の内部振替前の数値によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含んでおりません。 

  

当第２四半期連結累計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 
  

 
(注) １ セグメント間取引については、相殺消去をしております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含んでおりません。 

  

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

 
(注) １ セグメント間取引については、相殺消去をしております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含んでおりません。 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

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)

４. 補足情報

(1) 生産、受注及び販売の状況

 ①生産実績

セグメントの名称 生産高(百万円) 前年同四半期比（％）

工作機械関連事業 3,786 ─

輸送機器関連事業 6,502 ─

その他 ─ ─

合計 10,288 ─

 ②受注実績

セグメントの名称 受注高(百万円)
前年同四半期比

（％）
受注残高(百万円)

前年同四半期比
（％）

工作機械関連事業 7,230 ─ 11,342 ─

輸送機器関連事業 5,626 ─ 3,216 ─

その他 39 ─ ─ ─

合計 12,895 ─ 14,559 ─

 ③販売実績

セグメントの名称 販売高(百万円) 前年同四半期比（％）

工作機械関連事業 4,137 ─

輸送機器関連事業 6,502 ─

その他 39 ─

合計 10,678 ─
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