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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第2四半期 24,353 △49.8 △7,454 ― △7,534 ― △7,494 ―

21年3月期第2四半期 48,531 ― 1,881 ― 2,183 ― △518 ―

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

22年3月期第2四半期 △57.99 ―

21年3月期第2四半期 △4.02 ―

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

22年3月期第2四半期 94,874 15,006 15.5 114.05
21年3月期 103,654 21,589 20.6 164.98

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  14,739百万円 21年3月期  21,321百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

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

21年3月期 ― 5.00 ― 0.00 5.00
22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 0.00 0.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 63,000 △19.1 △9,000 ― △9,300 ― △9,300 ― △71.96
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4.  その他 

(1) 期中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) 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  有  
［（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】4.その他をご覧ください。］ 

(3) 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（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もの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記の業績予想には、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれております。世界経済・競合状況・為替の変動等に
かかわるリスクや不確定要因により実際の業績が記載の予想数値と異なる可能性があります。 

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） 22年3月期第2四半期 129,370,899株 21年3月期  129,370,899株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  138,418株 21年3月期  137,789株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 129,232,970株 21年3月期第2四半期 129,190,540株
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【 定性的情報・財務諸表等 】 

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の連結業績につきましては、売上高は 243 億５千３百万円(対前年同期比 49.8％

減)、営業利益は 74 億５千４百万円のマイナス(前年同期は 18 億８千１百万円のプラス)、経常利益は 75 億３

千４百万円のマイナス(前年同期は 21 億８千３百万円のプラス)となりました。四半期純利益につきましては、

74 億９千４百万円のマイナス(前年同期は５億１千８百万円のマイナス)となりました。 

事業別セグメントの第 2四半期連結累計期間の状況は以下のとおりです。 

(1)工業用ミシン事業 

中国市場では、前年第 4四半期を底に、季節需要を背景として 第 1四半期で大きく売上を伸ばしました。

第 2 四半期も内需に支えられ増勢を堅持しておりますが、欧米及びその他アジア市場では需要の回復が見ら

れず、また、価格政策や円高の影響などもあって、工業用ミシン事業全体の連結売上高は、158 億３千９百

万円(対前年同期比では 44.6％減)となりました。 

(2)産業装置事業(チップマウンター等) 

中国市場では、当第 1 四半期を底に、内需に支えられ、増勢に転じておりますが、欧米及びその他アジア

市場では需要の回復が弱く、また、厳しい価格競争の影響などもあって、産業装置事業全体の連結売上高は

38 億４千４百万円(対前年同期比では 69.5％減)となりました。 

(3)家庭用ミシン事業 

新製品エクシード(コンピュータミシン)の発売による効果はありましたが、個人消費低迷などの影響もあ

って、家庭用ミシン事業全体の連結売上高は 11 億６千６百万円(対前年同期比 10.1％減)となりました。 

(4)電子・精密機器事業(IT 関連、アミューズメント関連機器等) 

精密機器(アミューズメント関連機器)につきましては、第 2 四半期において事業を譲渡し、撤退している

ことなどから、電子・精密機器事業全体の連結売上高は 12 億８千１百万円(対前年同期比 59.9％減)となり

ました。 

(5)精密鋳造事業(ロストワックス製品等) 

住宅需要など景気低迷による影響などもあって、精密鋳造事業全体の連結売上高は 15 億２千３百万円(対

前年同期比 21.2％減)となりました。 

 

2. 連結財政状態に関する定性的情報 

(資産、負債、純資産について) 

当第 2四半期の総資産は、前期末に比べ 87 億８千万円減少し、948 億７千４百万円となりました。流動資

産は、現金及び預金の減少、棚卸資産の減少などにより、前期末に比べ 95 億８千８百万円減少し、533 億８

千３百万円となりました。流動負債は、短期借入金の減少、設備関連支払手形の減少などにより、前期末に

比べ 97 億９千３百万円減少し、547 億８百万円となりました。純資産は前期末に比べ 65 億８千２百万円減

少し、150 億６百万円となりました。利益剰余金の減少(74 億９千４百万円)、為替換算調整勘定のマイナス

幅の縮小などによるものです。 
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(キャッシュ・フローについて) 

営業活動によるキャッシュ・フローは２億１千２百万円の収入となりました。売上債権及び棚卸資産の減

少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・フローは 60 億６千８百万円の支出となりました。有形固定資産の取得などが

あったことによるものです。 

財務活動によるキャッシュ・フローは 37 億４千４百万円の収入となりました。借入金の増加などによるも

のです。 

以上の結果、当第 2四半期末の現金及び現金同等物は 70 億２千７百万円となりました。 

 

3. 連結業績予想に関する定性的情報 

通期の連結業績予想につきましては、平成 21 年 10 月６日に公表しました内容から変更ありません。 

 

 

4. その他 

(1) 期中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) 

  該当事項はありません。 

 

  (2) 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 

(簡便な会計処理) 

①未実現損益の消去 

四半期連結会計期間末在庫高に占める当該棚卸資産の金額及び当該取引に係る損益率を合理的に見積

もって計算しております。 

②繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタ

ックス・プランニングに、当期の経営環境等の変化による影響を加味したものを利用する方法によって

おります。 

 

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理) 

①税金費用の計算 

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等を採用しております。 

 

 (3) 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 

該当事項はありません。 
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5.【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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,373 8,955

受取手形及び売掛金 11,250 12,821

有価証券 5 44

商品及び製品 23,161 27,286

仕掛品 3,898 3,644

原材料及び貯蔵品 4,097 5,140

その他 4,675 6,145

貸倒引当金 △1,080 △1,065

流動資産合計 53,383 62,971

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 9,156 8,862

土地 7,543 7,490

その他（純額） 12,287 12,662

有形固定資産合計 28,987 29,016

無形固定資産 2,534 2,524

投資その他の資産   

その他 11,581 10,779

貸倒引当金 △1,613 △1,636

投資その他の資産合計 9,967 9,142

固定資産合計 41,490 40,683

資産合計 94,874 103,654
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,052 4,946

短期借入金 42,238 45,326

1年内償還予定の社債 40 40

未払法人税等 164 206

賞与引当金 737 924

その他 6,474 13,057

流動負債合計 54,708 64,501

固定負債   

社債 640 660

長期借入金 16,773 9,544

退職給付引当金 6,188 6,306

役員退職慰労引当金 383 393

その他 1,174 659

固定負債合計 25,159 17,564

負債合計 79,867 82,065

純資産の部   

株主資本   

資本金 15,950 15,950

資本剰余金 8,976 8,977

利益剰余金 △5,099 2,394

自己株式 △57 △57

株主資本合計 19,769 27,264

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △34 △77

繰延ヘッジ損益 △58 △2

為替換算調整勘定 △4,937 △5,863

評価・換算差額等合計 △5,030 △5,943

少数株主持分 266 267

純資産合計 15,006 21,589

負債純資産合計 94,874 103,654
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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20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第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) 

売上高 48,531 24,353

売上原価 31,299 21,163

売上総利益 17,231 3,189

販売費及び一般管理費 15,349 10,644

営業利益又は営業損失（△） 1,881 △7,454

営業外収益   

受取利息 91 111

受取配当金 228 157

為替差益 154 249

その他 406 437

営業外収益合計 880 955

営業外費用   

支払利息 524 587

シンジケートローン手数料 － 392

その他 54 57

営業外費用合計 578 1,036

経常利益又は経常損失（△） 2,183 △7,534

特別利益   

固定資産売却益 53 27

関係会社減資に伴う為替差益 － 173

その他 － 18

特別利益合計 53 219

特別損失   

固定資産除売却損 75 71

減損損失 916 124

たな卸資産評価損 415 －

事業再編損 793 －

投資有価証券評価損 － 133

特別退職金 － 127

その他 145 171

特別損失合計 2,347 628

税金等調整前四半期純損失（△） △110 △7,943

法人税、住民税及び事業税 △68 △2,985

法人税等調整額 457 2,549

法人税等合計 388 △436

少数株主利益又は少数株主損失（△） 19 △12

四半期純損失（△） △518 △7,494
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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20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第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) 

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（△） △110 △7,943

減価償却費 1,691 1,603

減損損失 916 124

事業再編損失 793 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 143 △64

退職給付引当金の増減額（△は減少） △144 △117

賞与引当金の増減額（△は減少） △227 △189

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △114 －

受取利息及び受取配当金 △320 △268

支払利息 524 587

売上債権の増減額（△は増加） 493 2,174

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,365 6,061

仕入債務の増減額（△は減少） △2,952 55

未払消費税等の増減額（△は減少） △163 1

割引手形の増減額（△は減少） △383 △210

その他 △631 △1,650

小計 △1,852 162

利息及び配当金の受取額 279 270

利息の支払額 △515 △572

事業再編による支出 △1,894 △684

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △1,380 1,036

営業活動によるキャッシュ・フロー △5,363 212

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 △2,471 △5,856

有形固定資産の売却による収入 298 33

その他 45 △245

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,128 △6,068

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 4,437 △2,722

長期借入れによる収入 5,340 10,350

長期借入金の返済による支出 △4,063 △4,023

社債の償還による支出 △500 △20

配当金の支払額 △646 △3

少数株主への配当金の支払額 △24 －

その他 2 164

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,545 3,744

現金及び現金同等物に係る換算差額 △57 212

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,003 △1,898

現金及び現金同等物の期首残高 9,940 8,925

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,937 7,027
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(4)継続企業の前提に関する注記

 該当事項はありません。

(5)セグメント情報

【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20年４月１日　至　平成20年９月30日)

   高又は振替高

計

当第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)

   高又は振替高

計

(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２ 各区分の主な製品

(1)工業用ミシン事業 ･･････ 工業用ミシン

(2)産業装置事業 ･･････ チップマウンター

(3)家庭用ミシン事業 ･･････ 家庭用ミシン

(4)電子・精密機器事業 ･･････ アミューズメント機器、IT関連機器等

(5)精密鋳造事業 ･･････ ロストワックス製品、MIM（Metal Injection Molding = 金属粉末射出

　　 　成型法）製品

(6)その他 ･･････ 金型、プレス加工製品等

(772)

(772)

(884)

24,353

△ 7,454

消去又
は全社

(百万円)

－

(1,445)

(1,445)

(774)

消去又
は全社

(百万円)

－

△ 6,569

1,539

△ 4

精密鋳造

連　結
（百万円）

48,531

－

48,531

1,881

連　結
（百万円）

24,353

－

計
(百万円)

24,353

772

25,126

15

48,531

1,445

49,976

2,656

事業

（百万円）

1,523

営業損失(△)

売 上 高

(1)外部顧客に対する売上高

(2)セグメント間の内部売上

△ 242

1,281

94

工　業　用

（百万円）

産業装置

（百万円）

ミシン事業 事　　業 そ の 他
(百万円)

698

134

832

△ 3,486

3,844

134

3,979

△ 2,670

15,839

177

16,016

そ の 他
(百万円)

事業

（百万円）

工　業　用 産業装置 家　庭　用 電子･精密
計

(百万円)
ミシン事業 事　　業 ミシン事業 機器事業

（百万円）（百万円）（百万円）（百万円）

精密鋳造

売 上 高

(1)外部顧客に対する売上高 28,568 12,590 1,297 3,196 1,933 945

(2)セグメント間の内部売上
373 201 213

28,941 12,791 1,510 3,591 1,986 1,154

395 52 209

1,166

215

1,382

営業利益又は営業損失(△) 2,348 930 △ 926

家　庭　用

（百万円）

ミシン事業

332 92 △ 120

1,376

△ 97

電子･精密

（百万円）

機器事業

△ 67
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【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20年４月１日　至　平成20年９月30日)

   高又は振替高

計

当第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)

   高又は振替高

計

【海外売上高】

前第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

当第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)

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

(6)株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。

24,353

連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

8.4 53.0 10.5 0.1 72.0

米州

5,006海外売上高（百万円）

アジア

23,079

連結売上高（百万円） － － －

計
（百万円）

消去又
は全社

（百万円）

連　結
（百万円）

15,851 5,002

日本
（百万円）

米州
（百万円）

アジア
（百万円）

欧州
（百万円）

消去又
は全社

（百万円）

連　結
（百万円）

－ 24,353

(10,602) －

26,211

42,063

1,530

23

5,026

205

27,332

318

21,773 5,904 48,531 － 48,531

5,559 49 (31,844)

1,881

5,953

277

31,844

80,376

2,332

アジア
（百万円）

欧州
（百万円）

(31,844)

(450)

－

48,531

2,043 48

計
（百万円）

7,575 2,009 12,454 2,315 24,353

日本
（百万円）

米州
（百万円）

10,602

16,041 2,052 14,497 2,364 34,955 (10,602) 24,353

△ 50 △ 7,223 (230) △ 7,454

26

計

35,380

欧州

7,266

その他

△ 954

売 上 高

(1)外部顧客に対する売上高

－

売 上 高

(1)外部顧客に対する売上高

△ 6,024 △ 194

8,466 43

48,531

(2)セグメント間の内部売上

連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

10.3 47.5 15.0 0.1 72.9

営業利益

計

海外売上高（百万円） 2,040 12,912 2,549 34 17,537

米州 アジア 欧州

－ －

(2)セグメント間の内部売上

営業損失(△)

連結売上高（百万円） － －

その他
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