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 （注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。 

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。  

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりませ

ん。 

  

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 
第86期

第２四半期連結
累計期間 

第87期
第２四半期連結

累計期間 

第86期
第２四半期連結

会計期間 

第87期 
第２四半期連結 

会計期間 
第86期

会計期間 

自平成20年
４月１日 

至平成20年 
９月30日 

自平成21年
４月１日 

至平成21年 
９月30日 

自平成20年
７月１日 

至平成20年 
９月30日 

自平成21年 
７月１日 

至平成21年 
９月30日 

自平成20年
４月１日 

至平成21年 
３月31日 

売上高（百万円）  72,103  37,209  37,904  19,985  121,890

経常利益又は経常損失（△）（百

万円） 
 8,150  △1,022  4,431  △167  9,891

四半期（当期）純利益又は四半期

純損失（△）（百万円） 
 4,804  △3,027  2,460  △1,571  5,302

純資産額（百万円） － －  72,654  65,485  68,712

総資産額（百万円） － －  150,997  116,076  132,733

１株当たり純資産額（円） － －  462.63  430.71  451.93

１株当たり四半期（当期）純利益

金額又は四半期純損失金額（△）

（円） 

 30.60  △19.91  15.66  △10.33  34.18

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円） 
 －  －  －  －  －

自己資本比率（％） － －  48.1  56.4  51.8

営業活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
 1,669  4,161 － －  2,179

投資活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
 △2,236  △1,755 － －  △4,901

財務活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
 △1,573  △1,177 － －  △3,992

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円） 
－ －  32,195  28,263  26,694

従業員数（人） － －  3,278  3,085  3,148
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 当第２四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。 

  

 当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

(1）連結会社の状況 

 （注）従業員数は就業人員であります。 

  

(2）提出会社の状況 

 （注）従業員数は就業人員であります。 

  

２【事業の内容】

３【関係会社の状況】

４【従業員の状況】

  平成21年９月30日現在

従業員数（人） 3,085   

  平成21年９月30日現在

従業員数（人） 1,557   
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(1）生産実績 

 当第２四半期連結会計期間における生産実績を事業の種類別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ます。 

２．上記金額に消費税等は、含まれておりません。 

３．生産高の実績については、製品の製造を行なっている当社、東芝機械マシナリー（株）、（株）不二精機製

造所、東栄電機（株）、（株）ハイエストコーポレーション、TOSHIBA MACHINE (SHANGHAI) CO., LTD.の連

結生産高の実績となっております。  

(2）受注実績 

 当第２四半期連結会計期間における受注実績及び当第２四半期連結会計期間末受注残高を事業の種類別セグメン

トごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．上記金額に消費税等は、含まれておりません。 

     ２．セグメント間取引については、相殺消去しております。 

(3）販売実績 

 当第２四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 （注）１．上記金額に消費税等は、含まれておりません。 

        ２．セグメント間取引については、相殺消去しております。 

  

 当第２四半期（連結）会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。 

 また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。  

  

第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

事業の種類別セグメントの名称 
当第２四半期連結会計期間
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

前年同四半期比（％）

成形機（百万円）  6,142  35.8

工作機械（百万円）  8,898  76.3

その他（百万円）  4,388  44.9

合計（百万円）  19,429  50.4

事業の種類別セグメントの名称 

受注高（百万円） 受注残高（百万円）

当第２四半期連結会計期間
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

前年同四半期
比（％） 

当第２四半期連結会計期間末 
（平成21年９月30日現在） 

前年同四半期
比（％） 

成形機  7,872  50.2  15,262  54.6

工作機械  4,885  41.4  32,702  71.4

その他  2,903  43.7  3,889  70.2

合計  15,661  45.9  51,854  65.4

事業の種類別セグメントの名称 
当第２四半期連結会計期間
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

前年同四半期比（％）

成形機（百万円）  8,124  40.9

工作機械（百万円）  8,959  75.8

その他（百万円）  2,902  46.8

合計（百万円）  19,985  52.7

２【事業等のリスク】
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 当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

  

(１)業績の状況 

 当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、景況感は 悪期を脱したと見られるものの、設備投資の凍

結や雇用情勢の悪化、企業収益の悪化など、当社グループを取り巻く経営環境は厳しい状況が続き、依然として

予断を許さない状況にあります。 

 一方、海外に目を向けましても、新興国市場で回復の兆しが見えるものの、全体としては景気が低迷し、現在

もその状況が続いております。 

 機械業界におきましても同様の影響を受け、先行きが不透明なままで推移しました。  

 このような状況の中、当社グループは単年度戦略を策定し、「ものづくりの原点に戻る」「経費削減を徹底す 

る」「研究開発を加速させる」ことに注力するとともに、国内外市場での受注確保、財務体質の強化、新製品の

開発、市場の開拓等に全力をあげて取り組みました。 

 しかしながら、当第２四半期連結会計期間の受注高は、自動車関連を始めとする多くの顧客業界の設備投資が

延期・凍結されるなど厳しい状況が続いたため、前年同四半期比５４．１％減の１５６億６千１百万円となりま

した。 

 また、売上高も、受注と同様の影響を受け、前年同四半期比４７．３％減の１９９億８千５百万円となりまし

た。 

 以上の結果、当第２四半期連結会計期間末の受注残高は、前連結会計年度末に比べ１７．０％減の５１８億５

千４百万円となりました。 

 連結損益につきましては、固定費・変動費削減などの緊急施策の実施や経営全般にわたる合理化努力をいたし

ましたが、営業利益は８千９百万円（前年同四半期は営業利益４６億３千６百万円）、経常損失は１億６千７百

万円（前年同四半期は経常利益４４億３千１百万円）となりました。また、四半期純損失は１５億７千１百万円

（前年同四半期は四半期純利益２４億６千万円）となりました。  

  

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

①成形機 

成形機は、射出成形機が、自動車関連、ＩＴ・デジタル関連業界などの国内外での低迷が続いており、設備

投資が凍結される状況に変化がなく、大変厳しい市場環境の中で推移しました。 

 ダイカストマシンは、底打ち感はあるものの本格回復にはいたらず、押出成形機につきましても国内外経済

の低迷の影響を受けました。 

 この結果、成形機部門全体の受注高は、前年同四半期比４９．８％減の７８億７千２百万円となりました。 

 一方、売上高につきましても、前年同四半期比５９．１％減の８１億２千４百万円となりました。 

営業損益につきましては、売上高が大きく落ち込んだことにより、前年同四半期に比べ２９億７千万円減少

し、１１億８千３百万円の損失となりました。 

②工作機械 

 工作機械は、昨年後半の世界同時不況から主要顧客業界の設備投資需要が回復せず、特に汎用工作機械の受

注が大きく減少いたしました。また、精密加工機は光学・液晶関連業界の設備投資需要低迷の影響を受けまし

た。 

 この結果、工作機械部門全体の受注高は、前年同四半期比５８．６％減の４８億８千５百万円となりまし

た。 

 一方、売上高につきましては、前年同四半期比２４．９％減の８９億５千９百万円となりました。 

 営業利益につきましては、前年同四半期に比べ１０億４千６百万円減少し、１２億４百万円となりました。 

③その他 

その他は、油圧機器が、建設機械の需要が昨年以降急速に減少し、また、電子制御装置は、自動車関連、半

導体産業を始めとした市況が回復せず影響を受けました。 

 この結果、その他部門全体の受注高は、前年同四半期比５６．３％減の２９億３百万円となりました。 

 一方、売上高につきましても、前年同四半期比５４．６％減の３２億３千２百万円となりました。  

営業損益につきましては、前年同四半期に比べ５億６千万円減少し、１億６千２百万円の損失となりまし

た。 

３【経営上の重要な契約等】

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
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所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

①日本 

 売上高は、世界同時不況の影響を受け、設備投資凍結、企業収益の悪化などが継続したため、前年同四半期比

４６．５％減の１８８億２千７百万円となりました。営業利益は、売上と同様の影響を受け、前年同四半期に比

べ３９億３千５百万円減少し、９千４百万円となりました。 

②北米 

 売上高は、米国経済の回復が依然として進まず、前年同四半期比７５．５％減の８億３千６百万円となりまし

た。営業損益は、前年同四半期に比べ５億５千５百万円減少し、２億５千５百万円の損失となりました。 

③アジア 

 売上高は、中国を始めとする各国の景気悪化の影響を受け、前年同四半期比５４．２％減の２０億４千万円と

なりました。営業利益は、前年同四半期に比べ２億２千２百万円減少し、３千６百万円となりました。 

(２)キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、第１四半期

連結会計期間末に比べ、３５億３千１百万円増加し、２８２億６千３百万円となりました。なお、当第２四半期連

結会計期間における各活動によるキャッシュ・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、４０億８千７百万円の増加（前年同四半期は３２億４千９百万円の増加）となりまし

た。これは税金等調整前四半期純損失１億８千２百万円、仕入債務の減少２４億５千６百万円、長期未払金の減

少１０億７百万円等があったものの、たな卸資産の減少４０億５千３百万円、売上債権の減少２２億６千９百万

円等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） 

 投資活動による資金は、１億２千３百万円の減少（前年同四半期は１０億７千７百万円の減少）となりまし

た。これは主として、有形固定資産の取得による支出１億３千８百万円等によるものです。 

（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、２億９千１百万円の減少（前年同四半期は７億５千４百万円の増加）となりました。

これは主として、短期借入金減少額２億８千６百万円等によるものです。 

(３)事業上及び財務上の対処すべき課題  

   当第２四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。 
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（買収防衛策について） 

平成19年6月26日開催の当社定時株主総会において、当社の企業価値および株主全体の利益を毀損する当社株式の

大量買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の導入について次のとおり決議いただいております。 

注記:上記の決議後、「金融商品取引法」および「株式等の取引にかかる決済の合理化を図るための社債等の振替 

に関する法律等の一部を改正する法律」が施行されたことなどに対応し、決議の趣旨・内容に反しない合理的

な範囲内で所要の読み替え・修正をしております。  

１ 買収防衛策導入の目的 

昨今のわが国資本市場における企業買収等の状況より、今後当社の経営の基本方針に重大な影響を与える買収提

案が行なわれる可能性を否定できません。当社は上場会社として、そのような買収提案があった場合、特定の者に

よる当社株式の大量買付行為を受け入れるか否かは、 終的には株主の皆様の判断に委ねられるべきものと認識し

ております。 

しかしながら、株式の大量買付行為の中には、当社の企業価値および株主全体の利益を毀損するものが存在しま

す。経営を一時的に支配して当社の有形・無形の重要な経営資産を買付者またはそのグループ会社等に委譲させる

ことを目的としたもの、当社の資産を買付者の債務の弁済等にあてることを目的としたもの、真に経営に参加する

意思がないにもかかわらず、ただ高値で当社株式を当社やその関係者に引き取らせることを目的としたもの（いわ

ゆるグリーンメイラー）、当社の将来にわたる持続的発展に必要な資金投入等を犠牲にして、一時的な高配当を実

現することを目的としたものなどがあります。 

現時点で当社に対して具体的な大量買付行為は行なわれておらず、また、平成19年3月末時点で議決権の34.1％

は株式会社東芝が保有していますが、上記のような目的で株式の大量買付を目論む買付者が出現することも考えら

れることから、当社の企業価値および株主全体の利益が毀損されることを未然に防止するため、防衛策の導入が必

要であると判断しました。 
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２ 大量買付ルールの内容 

(1） 大量買付ルールの概要 

当社取締役会としては、下記(2)アに規定する当社株式への買付行為（以下「大量買付行為」といいます。）

は、以下に定める大量買付ルール（以下「本ルール」といいます。）に従って行なわれることが、当社株主全体

の利益に合致すると考えます。本ルールは、当社株式の大量買付行為を行なう者（以下「買付者」といいま

す。）に対し、遵守すべき手続を明確にし、事前に買付者から当社取締役会に対して十分な情報が提供され、当

社取締役会による一定の検討期間が経過した後に大量買付行為を開始する、というものです。このようなルール

を設定することにより、株主の皆様が適切な判断をするために必要かつ十分な情報と時間を確保するとともに、

買付者との交渉の機会を確保し、当社の企業価値および株主全体の利益を毀損する者によって当社の財務および

事業の方針の決定が支配されることを防止することを目的としています。 

(2） 本ルールの内容 

ア 対象となる買付行為（いずれも、あらかじめ当社取締役会が同意した者による買付行為および平成19年6月

26日開催の定時株主総会における本ルール導入時に、当社が発行者である株券等について、株券等保有割合

または株券等所有割合が既に20％以上である者が買い増しする行為を除く。） 

(ア）当社が発行者である株券等（※1）について、保有者（※2）およびその共同保有者（※3）の株券等保有

割合（※4）が20％以上となる買付行為 

(イ）当社が発行者である株券等（※5）について、買付後の株券等所有割合（※6）が20％以上となる公開買

付開始行為 

※１ 金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいう。 

     ※２ 金融商品取引法第27条の23第1項に規定する保有者をいい、同条第3項に基づき保有者とみなされる者を

含む。 

     ※３ 金融商品取引法第27条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項に基づき共同保有者とみなさ

れる者を含む。 

     ※４ 金融商品取引法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいう。 

     ※５ 金融商品取引法第27条の2第1項に規定する株券等をいう。 

※６ 金融商品取引法第27条の2第8項に規定する株券等所有割合をいう。但し、特別関係者（金融商品取引法

第27条の2第7項）の株券等所有割合と合計する。 

イ 買付者にかかる情報の提出要請 

買付者には、大量買付行為に先立ち、当社取締役会に対し、当社株主の皆様の判断および当社取締役会とし

ての意見形成のために十分な下記情報および本ルールに従う旨の誓約文言等を記載した書面（意向表明書）

を、当社の定める書式により、提供していただきます。 

＜提出情報の内容＞ 

①買付者およびそのグループの詳細（具体的名称、資本構成、財務内容、当社事業と同種の事業について

の経験を含みます。） 

②大量買付行為の目的・方法・内容（買付の対価の価額・種類、買付の時期、関連する取引の仕組み、買

付の方法の適法性、買付の実現可能性等を含みます。） 

③買付対価の算定根拠および買付資金の裏づけ（買付資金の提供者（実質的提供者を含みます。）の具体

的名称、調達方法を含みます。） 

④大量買付行為完了後における当社経営方針、事業計画、資本政策および配当政策 

⑤大量買付行為完了後に当社顧客・取引先・従業員・地域関係者等への対応方針 

⑥その他当社取締役会が合理的に必要と判断する事項 

なお、当初提供していただいた情報だけでは当社株主の皆様の判断および当社取締役会としての意見形成

のために不足していると考えられる場合、十分な情報がそろうまで追加的に情報を提供していただくことが

あります。大量買付行為の提案があった事実および当社取締役会に提供された情報は、当社株主の皆様の判

断のために必要であると認められる場合には、適切と判断する時点で、その全部または一部を開示します。
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ウ 買付内容の検討 

当社取締役会は、買付者からの情報の提供が完了した後、60日間を当社取締役会による評価、検討、交渉、

意見形成、代替案立案のための期間（以下、「取締役会検討期間」）として与えられるべきものと考えます。

但し、当社取締役会は、大量買付行為の目的・方法・内容、大量買付行為完了後における当社経営方針・事業

計画等の評価に特別に時間を要すると認められるときは、 大90日間までこの期間を延長できるものとしま

す。従って、大量買付行為は、取締役会検討期間の経過後にのみ開始されるものとします。取締役会検討期間

中、当社取締役会は外部専門家の意見をききながら、提供された情報を十分に評価・検討し、当社取締役会と

しての意見を開示します。 

また、必要に応じ、買付者との間で大量買付行為に関する条件改善について交渉し、当社取締役会として株

主の皆様への代替案を提示することもあります。 

    エ 本ルールが遵守されなかった場合の対抗措置 

(ア） 対抗措置 

買付者による大量買付行為が下記（イ）のいずれかに該当し、当社取締役会が相当と認めた場合には、新

株予約権の無償割当て等、会社法その他の法律および当社定款が定める対抗措置をとり、大量買付行為に

対抗する場合があります。具体的にいかなる措置をとるかは、その時点で も適切と当社取締役会が判断

したものを選択します。具体的対抗措置として、買付者等による権利行使は認められないとの行使条件を

付した新株予約権の無償割当てを行なう場合がありますが、その概要は別紙記載のとおりです。 

(イ） 発動の判断基準 

①買付者が本ルールを遵守しない場合 

②買付者が本ルールを遵守した場合には原則として発動しないが、次に掲げる場合等大量買付行為が当社に

回復しがたい損害をもたらすことが明らかで、かつ発動することが相当とされる場合 

   ⅰ 株式を買い占め、その株式につき当社に対して高値で買取を要求する行為 

   ⅱ 当社の経営を一時的に支配して、知的財産権・ノウハウ・企業秘密等を含む当社の重要な資産等を廉価

に取得する等、当社の犠牲の下に買付者の利益を実現する経営を行なうような行為 

   ⅲ 当社の資産を買付者やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する行為 

   ⅳ 強圧的二段階買付等株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれのある買付 

   ⅴ 当社の企業価値を生み出すうえで必要不可欠な当社の従業員、取引先、顧客等との関係を破壊するおそ

れのある行為 

    ⅵ 買付の条件等が当社の企業価値に鑑み不十分または不適切な買付 

(ウ） 発動の判断主体 

対抗措置の発動は、弁護士、公認会計士等外部専門家の意見も参考にしたうえで、当社取締役会が 

決定します。 

 本ルールは、当社の経営に影響力を持ちうる規模の大量買付行為について、当社株主全体の利益を保護す

るという観点から、株主の皆様に、このような大量買付行為を受け入れるかどうかの判断のために必要な情

報や、現に経営を担っている当社取締役会の評価意見を提供し、さらには、代替案の提示を受ける機会を保

証することを目的とするものです。本ルールの設定および本ルールが遵守されなかった場合等の対抗措置

は、当社株主全体の正当な利益を保護するため相当かつ適切な対応であると考えます。他方、このような対

抗措置により、結果的に、本ルールを遵守しない買付者等に経済的損害を含む何らかの不利益を発生させる

可能性があることをここに付言します。 

(エ） 有効期間 

本ルールの有効期間は、平成19年3月期の定時株主総会の終結時から平成22年3月期の定時株主総会の終結

時までの3年間とします。本ルールの有効期間満了前であっても、当社取締役会の決議により本ルールを廃

止することができます。また、法令改正の動向等を踏まえ、有効期間中に定時株主総会で承認いただいた

趣旨に反しない範囲内で、本ルールの見直し等を行なうことがあります。 
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３ 当社株主・投資家の皆様に与える影響 

対抗措置の発動によって、当社株主の皆様（買付者を除く。）が経済面や権利面で損失を被るような事態は想定

しておりませんが、当社取締役会が対抗措置をとることを決定した場合には、法令および証券取引所規則に従っ

て、適時適切な開示を行ないます。 

なお、新株予約権の無償割当てを行なう場合、本新株予約権の無償割当てに係る基準日を公告し、当該基準日に

おける 終の株主名簿に記録された株主の皆様に当然に新株予約権が無償で割り当てられますので、申込みの手続

等は不要です。 

４ 本ルールの合理性 

①導入に際し株主総会の承認を得ることとします。 

②本ルールの採用を決定した当社取締役会には、当社監査役全員が出席し、いずれの監査役も、本方針の具体的

運用が適正に行なわれることを条件として、本方針に賛成する旨の意見を述べました。 

③当社は、定款において全取締役の任期を１年としており、取締役は、毎年６月の定時株主総会で選任される体

制にあります。従って、株主の皆様が望めば、取締役を交代させることにより本ルールを廃止することがで

き、株主の皆様のご意思を反映することが可能です。 

別紙 

新株予約権の無償割当てに関する概要 

１．新株予約権付与の対象となる株主およびその発行条件 

当社取締役会で定める割当日における 終の株主名簿に記録された株主に対し、その所有株式（但し、当社の有

する当社普通株式を除く。）１株につき１個の割合で新株予約権の無償割当てを行ないます。 

２．新株予約権の目的である株式の種類および数 

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権１個あたりの目的である株式の数は１株と

します。 

３．各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

    各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は１円以上で当社取締役会が定める額とします。 

４．新株予約権の譲渡制限 

    譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要することとします。 

５．新株予約権の行使条件 

   買付者、買付者の共同保有者、買付者の特別関係者、これらの者から新株予約権を当社取締役会の承認を得るこ

となく譲受けもしくは承継した者（当社の株券等を取得または保有することが当社株主全体の利益に反しないと当

社取締役会が認めたものを除く。）等に行使を認めないこと等を新株予約権行使の条件として定めることがありま

す。詳細については、当社取締役会において別途定めます。 

６．新株予約権の行使期間等 

新株予約権の行使期間、取得条項の有無その他必要な事項については、当社取締役会にて別途定めるものとしま

す。 

  

(４)研究開発活動  

 当第２四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、４億２千万円であります。 

なお、当第２四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 
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(1）主要な設備の状況 

 当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

(2）設備の新設、除却等の計画 

 当第２四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末において計画中であった重要な設備の新設、除却

等について、重要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計

画はありません。 

  

①【株式の総数】 

  

②【発行済株式】 

  

   該当事項はありません。 

  

  該当事項はありません。  

  

  

第３【設備の状況】

第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式  360,000,000

計  360,000,000

種類 
第２四半期会計期間末現
在発行数（株） 
（平成21年９月30日） 

提出日現在発行数（株）
（平成21年11月13日） 

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名 

内容

普通株式  166,885,530  166,885,530
東京証券取引所 

市場第１部 

単元株式数 

1,000株  

計  166,885,530  166,885,530 － － 

（２）【新株予約権等の状況】

（３）【ライツプランの内容】

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 
発行済株式総
数増減数 

（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（百万円） 

資本金残高
（百万円） 

資本準備金増
減額 
（百万円） 

資本準備金残
高（百万円） 

平成21年７月１日～ 

平成21年９月30日 
 －  166,885,530  －  12,484  －  11,538
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（注）１．上記のほか、自己株式が14,846千株あります。 

   ２．みずほ信託銀行株式会社及びその共同保有者であるみずほ投信投資顧問株式会社から平成21年８月21日付の大

量保有報告書の変更報告書の提出があり、平成21年８月14日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している

旨の報告を受けておりますが、当社として当第２四半期会計期間末時点における実質所有株式数の確認ができ

ませんので、上記大株主の状況には含めておりません。  

  

（５）【大株主の状況】

  平成21年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

㈱東芝  東京都港区芝浦１－１－１   33,545  20.10

日本トラスティ・サービス信託銀

行㈱（信託口９）  
東京都中央区晴海１－８－１１   7,870  4.71

日本トラスティ・サービス信託銀

行㈱（信託口）  
東京都中央区晴海１－８－１１   6,219  3.72

資産管理サービス信託銀行㈱（年

金信託口）  
東京都中央区晴海１－８－１２   5,947  3.56

NT RE GOVT OF SPORE INVT CORP 

P.LTD 

（常任代理人 香港上海銀行 東

京支店） 

168 ROBINSON ROAD #37-01 CAPITAL TOWER 

SINGAPORE068912 

（東京都中央区日本橋３－１１－１）  

 4,524  2.71

日本マスタートラスト信託銀行㈱

（信託口）  
東京都港区浜松町２－１１－３  3,943  2.36

STATE STREET BANK AND TRUST 

COMPANY 505223 

（常任代理人 ㈱みずほコーポレ

ート銀行）  

P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 

U.S.A. 

（東京都中央区月島４－１６－１３）  

 3,208  1.92

㈱静岡銀行  静岡県静岡市葵区呉服町１－１０   2,980  1.78

㈱三井住友銀行  東京都千代田区有楽町１－１－２  2,682  1.60

トヨタ自動車㈱  愛知県豊田市トヨタ町１   2,420  1.45

計 －  73,339  43.94

氏名又は名称 住所
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

みずほ信託銀行株式会社 東京都中央区八重洲一丁目２番１号   12,896  7.73

みずほ投信投資顧問株式会社 東京都港区三田三丁目５番27号   922  0.55

計 －   13,818  8.28
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①【発行済株式】 

  

②【自己株式等】 

  

【当該四半期累計期間における月別 高・ 低株価】 

 （注） 高・ 低株価は、東京証券取引所（市場第１部）におけるものであります。 

  

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。  

  

（６）【議決権の状況】

  平成21年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式   14,846,000 － 単元株式数1,000株 

完全議決権株式（その他） 普通株式  151,657,000  151,657 同上 

単元未満株式 普通株式    382,530 － 
１単元（1,000株）未

満の株式 

発行済株式総数  166,885,530 － － 

総株主の議決権 －  151,657 － 

  平成21年９月30日現在

所有者の氏名又
は名称 

所有者の住所 
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

東芝機械㈱ 
東京都千代田区内

幸町２－２－２ 
 14,846,000  －  14,846,000  8.9

計 －  14,846,000  －  14,846,000  8.9

２【株価の推移】

月別 
平成21年 
４月 

５月 ６月 ７月 ８月 ９月

高（円）  339  391  427  360  395  378

低（円）  276  290  340  292  341  322

３【役員の状況】
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１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで）及び前第２四半期連結累計期間

（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第２四半期連結

会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平

成21年９月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

２．監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から

平成20年９月30日まで）及び前第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表並びに当第２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び当第２四半期

連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任

監査法人による四半期レビューを受けております。 

  

第５【経理の状況】
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１【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 12,763 15,194

受取手形及び売掛金 29,963 40,989

有価証券 15,500 11,500

商品及び製品 4,246 4,639

仕掛品 17,923 20,975

原材料及び貯蔵品 297 668

繰延税金資産 1,865 2,425

その他 1,310 2,456

貸倒引当金 △259 △207

流動資産合計 83,610 98,642

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 34,227 34,020

減価償却累計額及び減損損失累計額 △21,511 △21,079

建物及び構築物（純額） 12,716 12,940

機械装置及び運搬具 30,843 30,854

減価償却累計額及び減損損失累計額 △26,566 △26,171

機械装置及び運搬具（純額） 4,276 4,683

土地 6,036 6,052

リース資産 92 79

減価償却累計額及び減損損失累計額 △15 △6

リース資産（純額） 77 72

建設仮勘定 96 317

その他 7,186 7,161

減価償却累計額及び減損損失累計額 △6,569 △6,453

その他（純額） 616 708

有形固定資産合計 23,818 24,775

無形固定資産   

その他 551 606

無形固定資産合計 551 606

投資その他の資産   

投資有価証券 6,163 5,934

長期貸付金 164 174

繰延税金資産 958 1,774

その他 1,085 1,170

貸倒引当金 △275 △345

投資その他の資産合計 8,096 8,708

固定資産合計 32,466 34,090

資産合計 116,076 132,733
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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 12,961 22,253

短期借入金 11,821 12,009

未払法人税等 535 607

未払費用 3,634 4,610

製品保証引当金 82 83

その他 4,200 6,562

流動負債合計 33,236 46,126

固定負債   

長期借入金 7,500 7,500

長期未払金 46 1,054

繰延税金負債 596 －

退職給付引当金 9,077 9,179

役員退職慰労引当金 74 96

その他 60 65

固定負債合計 17,355 17,895

負債合計 50,591 64,021

純資産の部   

株主資本   

資本金 12,484 12,484

資本剰余金 19,600 19,600

利益剰余金 42,887 46,826

自己株式 △10,037 △10,036

株主資本合計 64,935 68,875

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,421 1,061

繰延ヘッジ損益 0 6

為替換算調整勘定 △872 △1,230

評価・換算差額等合計 549 △163

純資産合計 65,485 68,712

負債純資産合計 116,076 132,733
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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 72,103 37,209

売上原価 49,838 27,180

売上総利益 22,264 10,029

販売費及び一般管理費 ※  13,778 ※  10,310

営業利益又は営業損失（△） 8,486 △281

営業外収益   

受取利息 100 29

受取配当金 171 94

為替差益 265 －

受取賃貸料 － 84

助成金収入 － 129

その他 333 97

営業外収益合計 871 435

営業外費用   

支払利息 127 130

手形売却損 40 17

為替差損 － 281

退職給付会計基準変更時差異の処理額 251 251

持分法による投資損失 504 328

その他 283 168

営業外費用合計 1,206 1,176

経常利益又は経常損失（△） 8,150 △1,022

特別利益   

貸倒引当金戻入額 251 －

固定資産売却益 2 6

関係会社株式売却益 － 5

特別利益合計 254 11

特別損失   

固定資産処分損 17 19

投資有価証券評価損 6 10

特別損失合計 23 29

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（△）

8,381 △1,040

法人税、住民税及び事業税 2,798 219

法人税等調整額 777 1,766

法人税等合計 3,576 1,986

四半期純利益又は四半期純損失（△） 4,804 △3,027
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【第２四半期連結会計期間】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 

 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 

 至 平成21年９月30日) 

売上高 37,904 19,985

売上原価 26,167 14,667

売上総利益 11,736 5,317

販売費及び一般管理費 ※  7,100 ※  5,227

営業利益 4,636 89

営業外収益   

受取利息 49 12

受取配当金 76 41

受取賃貸料 － 42

助成金収入 － 111

その他 180 70

営業外収益合計 305 279

営業外費用   

支払利息 61 64

手形売却損 19 6

為替差損 40 158

退職給付会計基準変更時差異の処理額 125 125

持分法による投資損失 181 137

その他 83 43

営業外費用合計 510 536

経常利益又は経常損失（△） 4,431 △167

特別利益   

貸倒引当金戻入額 93 －

固定資産売却益 2 6

特別利益合計 96 6

特別損失   

固定資産処分損 10 11

投資有価証券評価損 － 10

特別損失合計 10 21

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（△）

4,517 △182

法人税、住民税及び事業税 2,485 169

法人税等調整額 △427 1,218

法人税等合計 2,057 1,388

四半期純利益又は四半期純損失（△） 2,460 △1,571
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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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

8,381 △1,040

減価償却費 1,167 1,255

貸倒引当金の増減額（△は減少） △292 △17

製品保証引当金の増減額（△は減少） △2 △1

退職給付引当金の増減額（△は減少） △122 △102

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △130 △22

受取利息及び受取配当金 △272 △124

支払利息 127 130

手形売却損 40 17

関係会社株式売却損益（△は益） － △5

有形固定資産除売却損益（△は益） 14 12

持分法による投資損益（△は益） 504 328

売上債権の増減額（△は増加） 2,472 11,025

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,036 3,817

仕入債務の増減額（△は減少） △5,057 △9,291

前受金の増減額（△は減少） △135 △665

未払費用の増減額（△は減少） △563 △966

預り金の増減額（△は減少） 55 20

長期未払金の増減額（△は減少） △955 △1,007

その他 2 141

小計 7,271 3,505

利息及び配当金の受取額 287 124

利息の支払額 △160 △138

手形売却に伴う支払額 △40 △17

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △5,689 688

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,669 4,161

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 △2,065 △1,784

有形固定資産の売却による収入 12 13

無形固定資産の取得による支出 △129 △11

投資有価証券の取得による支出 △99 －

関係会社株式の売却による収入 － 11

短期貸付けによる支出 △1 △1

短期貸付金の回収による収入 1 1

長期貸付けによる支出 △0 △11

長期貸付金の回収による収入 15 21

その他 30 5

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,236 △1,755
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（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) 

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） 991 △256

長期借入れによる収入 7,500 －

長期借入金の返済による支出 △8,650 －

自己株式の取得による支出 △1 △0

配当金の支払額 △1,413 △912

その他 － △8

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,573 △1,177

現金及び現金同等物に係る換算差額 △246 340

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,388 1,569

現金及び現金同等物の期首残高 34,583 26,694

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  32,195 ※  28,263
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      該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

   該当事項はありません。 

  

【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】

  
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） 

会計処理基準に関する事項の変更 売上高及び売上原価の計上基準の変更 

 第１四半期連結会計期間より、「工事契約に関する会計基準」（企業会計

基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を適用し、第１四

半期連結会計期間に着手した工事契約から、当会計基準及び適用指針に該当

する工事契約については工事進行基準（工事の進捗率の見積は原価比例法）

を適用しております。これによる損益に与える影響はありません。 

【表示方法の変更】

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） 

（四半期連結損益計算書関係） 

 前第２四半期連結累計期間において、営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「受取賃貸料」

は、当第２四半期連結累計期間においては、営業外収益総額の100分の20を超えておりませんが、第１四半期連結

累計期間において、営業外収益総額の100分の20を超えたため区分掲記したことに伴い、引き続き区分掲記してお

ります。なお、前第２四半期連結累計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「受取賃貸料」は74百万円であ

ります。 

当第２四半期連結会計期間
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

（四半期連結損益計算書関係） 

 前第２四半期連結会計期間において、営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「受取賃貸料」

は、当第２四半期連結会計期間においては、営業外収益総額の100分の20を超えておりませんが、第１四半期連結

累計期間において、営業外収益総額の100分の20を超えたため区分掲記したことに伴い、引き続き区分掲記してお

ります。なお、前第２四半期連結会計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「受取賃貸料」は42百万円であ

ります。 

【簡便な会計処理】

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

【追加情報】
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

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 
（平成21年３月31日） 

  偶発債務 

    (1)保証債務 

（銀行借入等に対する支払保証） 

  偶発債務 

    (1)保証債務 

（銀行借入等に対する支払保証） 

  （百万円）

TM Acceptance Corp.  732

Wells Fargo Equipment  

Finance 
 206

Tokyo Leasing  203

Advantage National Bank  6

  （百万円）

TM Acceptance Corp.  364

Tokyo Leasing  268

Wells Fargo Equipment  

Finance 
 208

Advantage National Bank  6

（従業員住宅融資借入に対する支払保証） （従業員住宅融資借入に対する支払保証） 

  

    (2)残価保証 

  

従業員  0

計  1,150

  （百万円）

オリックス・レンテック㈱  11

  

    (2)残価保証 

  

従業員  1

計  849

  （百万円）

オリックス・レンテック㈱  11
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（四半期連結損益計算書関係）

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） 

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

  （百万円）

販売手数料  1,083

荷造運賃諸掛費  1,887

製品保証引当金繰入額  41

従業員給与手当等  5,853

退職給付費用  328

減価償却費  312

賃借料  452

旅費交通費  750

研究開発費  480

外注費  649

  （百万円）

販売手数料  541

荷造運賃諸掛費  878

製品保証引当金繰入額  73

従業員給与手当等  4,858

退職給付費用  333

減価償却費  472

賃借料  411

旅費交通費  446

研究開発費  649

外注費  288

前第２四半期連結会計期間 
（自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

  （百万円）

販売手数料  580

荷造運賃諸掛費  1,003

製品保証引当金繰入額  33

従業員給与手当等  2,996

退職給付費用  166

減価償却費  150

賃借料  228

旅費交通費  389

研究開発費  259

外注費  343

  （百万円）

販売手数料  173

荷造運賃諸掛費  544

製品保証引当金繰入額  50

従業員給与手当等  2,358

退職給付費用  166

減価償却費  307

賃借料  199

旅費交通費  230

研究開発費  372

外注費  143

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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） 

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成20年９月30日現在）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成21年９月30日現在）

  

  （百万円）

現金及び預金勘定  18,695

有価証券  13,500

現金及び現金同等物  32,195

  （百万円）

現金及び預金勘定  12,763

有価証券  15,500

現金及び現金同等物  28,263
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当第２四半期連結会計期間末（平成21年９月30日）及び当第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） 

１．発行済株式の種類及び総数 

 普通株式         株 

  

２．自己株式の種類及び株式数 

 普通株式          株 

  

３．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

  

(2) 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間

末後となるもの 

  

（株主資本等関係）

166,885,530

14,846,124

決議 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資

平成21年４月30日 

取締役会 
普通株式  912  6.00 平成21年３月31日 平成21年６月８日 利益剰余金 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資

平成21年10月30日 

取締役会 
普通株式  456  3.00 平成21年９月30日 平成21年12月２日 利益剰余金 
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前第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

  

当第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

  

（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

  
成形機 

（百万円） 
工作機械

（百万円） 
その他

（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  19,879  11,823  6,200  37,904  －  37,904

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  99  913  1,012 ( ) 1,012  －

計  19,879  11,923  7,113  38,917 ( ) 1,012  37,904

営業利益  1,787  2,250  398  4,437  199  4,636

  
成形機 

（百万円） 
工作機械

（百万円） 
その他

（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  8,124  8,959  2,902  19,985  －  19,985

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  0  330  330 ( ) 330  －

計  8,124  8,959  3,232  20,315 ( ) 330  19,985

営業利益又は営業損失（△）  △1,183  1,204  △162  △140  230  89
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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） 

 （注）１．事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品の名称 

(1)事業区分は、製品の種類・性質等の類似性に基づき区分しております。 

(2)各事業区分の主な製品 

成形機 …………… 射出成形機、ダイカストマシン、押出成形機など 

工作機械 ………… 大型機、門形機、横中ぐり盤、立旋盤、精密加工機など 

その他 …………… 油圧機器、電子制御装置など  

２．会計処理の方法の変更 

 前第２四半期連結累計期間  

  （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

     「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」２． (1) に記載のとおり、第１四

半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）

を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合と比べて、当第２四半期連結累計期間の

営業利益が、成形機で166百万円、工作機械で159百万円、その他で51百万円それぞれ減少しております。 

  
成形機 

（百万円） 
工作機械

（百万円） 
その他

（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  40,797  19,388  11,917  72,103  －  72,103

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  524  1,938  2,462 ( ) 2,462  －

計  40,797  19,912  13,856  74,566 ( ) 2,462  72,103

営業利益  4,081  3,272  759  8,113  372  8,486

  
成形機 

（百万円） 
工作機械

（百万円） 
その他

（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  15,174  16,842  5,193  37,209  －  37,209

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  0  662  662 ( ) 662  －

計  15,174  16,843  5,855  37,872 ( ) 662  37,209

営業利益又は営業損失（△）  △1,965  1,840  △547  △672  390  △281
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前第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

  

当第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

  

【所在地別セグメント情報】

  
日本 

（百万円） 
北米

（百万円） 
アジア

（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  31,933  3,312  2,658  37,904  －  37,904

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 3,267  95  1,796  5,159 ( ) 5,159  －

計  35,201  3,407  4,454  43,063 ( ) 5,159  37,904

営業利益  4,029  300  258  4,588  48  4,636

  
日本 

（百万円） 
北米

（百万円） 
アジア

（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  17,816  810  1,357  19,985  －  19,985

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 1,010  25  682  1,717 ( ) 1,717  －

計  18,827  836  2,040  21,703 ( ) 1,717  19,985

営業利益又は営業損失（△）  94  △255  36  △124  214  89
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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） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米 ……… 米国 

(2) アジア …… 中国、シンガポール、香港 

３．会計処理の方法の変更 

 前第２四半期連結累計期間  

  （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

     「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」２． (1) に記載のとおり、第１四

半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）

を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合と比べて、当第２四半期連結累計期間の

営業利益が、日本で377百万円減少しております。 

  

  
日本 

（百万円） 
北米

（百万円） 
アジア

（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  60,215  6,326  5,561  72,103  －  72,103

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 5,837  150  3,677  9,665 ( ) 9,665  －

計  66,053  6,476  9,239  81,769 ( ) 9,665  72,103

営業利益  7,203  517  666  8,387  98  8,486

  
日本 

（百万円） 
北米

（百万円） 
アジア

（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  31,732  3,013  2,463  37,209  －  37,209

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 2,297  72  1,470  3,840 ( ) 3,840  －

計  34,029  3,086  3,934  41,050 ( ) 3,840  37,209

営業利益又は営業損失（△）  △560  △234  56  △737  455  △281
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 （注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米 ……………… 米国、メキシコ、カナダ 

(2) アジア …………… 中国、台湾、韓国、インド、マレーシア、インドネシア、タイ 

(3) その他の地域 …… イギリス、ドイツ、ブラジル 

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。 

  

 時価のある有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比べて著しい変動

はありません。 

  

 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引を除いた結果、当第２四半期連結会計期間末において該当する記

載事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

【海外売上高】

    北米 アジア その他の地域 計

前第２四半期連結会計期間 

（自 平成20年７月１日 

至 平成20年９月30日） 

Ⅰ 海外売上高 

（百万円） 
 4,128  12,721  705  17,554

Ⅱ 連結売上高 

（百万円） 
 －  37,904

Ⅲ 海外売上高の連結売

上高に占める割合

（％） 

 10.9  33.6  1.8  46.3

当第２四半期連結会計期間 

（自 平成21年７月１日 

至 平成21年９月30日） 

Ⅰ 海外売上高 

（百万円） 
 1,422  6,506  405  8,335

Ⅱ 連結売上高 

（百万円） 
 －  19,985

Ⅲ 海外売上高の連結売

上高に占める割合

（％） 

 7.1  32.6  2.0  41.7

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 海外売上高 

（百万円） 
 8,289  22,104  1,714  32,108

Ⅱ 連結売上高 

（百万円） 
 －  72,103

Ⅲ 海外売上高の連結売

上高に占める割合

（％） 

 11.5  30.6  2.4  44.5

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 海外売上高 

（百万円） 
 4,187  11,724  1,115  17,026

Ⅱ 連結売上高 

（百万円） 
 －  37,209

Ⅲ 海外売上高の連結売

上高に占める割合

（％） 

 11.3  31.5  3.0  45.8

（有価証券関係）

（デリバティブ取引関係）

（ストック・オプション等関係）
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１．１株当たり純資産額 

  

２．１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額 

 （注） １株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 （注） １株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

（１株当たり情報）

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 
（平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額 430.71円 １株当たり純資産額 451.93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） 

１株当たり四半期純利益金額 30.60円 １株当たり四半期純損失金額 19.91円

 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額について

は、１株当たり四半期純損失であり、潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。 

  
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） 

四半期純利益又は四半期純損失(△)（百万円）  4,804  △3,027

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失

(△)（百万円） 
 4,804  △3,027

期中平均株式数（千株）  157,048  152,040

前第２四半期連結会計期間 
（自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

１株当たり四半期純利益金額 15.66円 １株当たり四半期純損失金額 10.33円

 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額について

は、１株当たり四半期純損失であり、潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。 

  
前第２四半期連結会計期間
（自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結会計期間
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

四半期純利益又は四半期純損失(△)（百万円）  2,460  △1,571

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失

(△)（百万円） 
 2,460  △1,571

期中平均株式数（千株）  157,047  152,039
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 該当事項はありません。 

  

 通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理を行なっている所有権移転外ファイナンス・リース取引のリース取引

残高は、前連結会計年度の末日と比べて著しい変動はありません。 

  

（剰余金の配当） 

  平成21年10月30日の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議しております。 

   ①配当金の総額           百万円 

   ②１株当たり配当額    ３円00銭 

   ③基準日         平成21年９月30日 

   ④効力発生日       平成21年12月２日 

  

（重要な後発事象）

（リース取引関係）

２【その他】

456
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 該当事項はありません。 

  

第二部【提出会社の保証会社等の情報】
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  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成２０年１１月１２日

東芝機械株式会社 

取締役会 御中 

新日本有限責任監査法人 

  
指定有限責任社員
業務執行社員   公認会計士 國  健一  印 

  
指定有限責任社員
業務執行社員   公認会計士 鐵  義正  印 

  
指定有限責任社員
業務執行社員   公認会計士 内田 英仁  印 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている東芝機械株式会

社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平成

20年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る四半期連結財務

諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半

期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連

結財務諸表に対する結論を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析

的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、東芝機械株式会社及び連結子会社の平成20年９月30日現在の財政状

態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期

間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

 （注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。 

    ２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 
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  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成２１年１１月１２日

東芝機械株式会社 

取締役会 御中 

新日本有限責任監査法人 

  
指定有限責任社員
業務執行社員   公認会計士 鐵  義正  印 

  
指定有限責任社員
業務執行社員   公認会計士 内田 英仁  印 

  
指定有限責任社員
業務執行社員   公認会計士 中原 義勝  印 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている東芝機械株式会

社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平成

21年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）に係る四半期連結財務

諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半

期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連

結財務諸表に対する結論を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析

的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、東芝機械株式会社及び連結子会社の平成21年９月30日現在の財政状

態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期

間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

 （注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。 

    ２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 

2009/11/17 17:24:1909591020_第２四半期報告書_20091117172402


	表紙
	目次
	中表紙
	第一部【企業情報】
	第１【企業の概況】
	１【主要な経営指標等の推移】
	２【事業の内容】
	３【関係会社の状況】
	４【従業員の状況】 

	第２【事業の状況】
	１【生産、受注及び販売の状況】
	２【事業等のリスク】
	３【経営上の重要な契約等】
	４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

	第３【設備の状況】
	第４【提出会社の状況】
	１【株式等の状況】
	（１）【株式の総数等】
	（２）【新株予約権等の状況】
	（３）【ライツプランの内容】
	（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】
	（５）【大株主の状況】 
	（６）【議決権の状況】 

	２【株価の推移】
	３【役員の状況】

	第５【経理の状況】
	１【四半期連結財務諸表】 
	（１）【四半期連結貸借対照表】 
	（２）【四半期連結損益計算書】 
	（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

	２【その他】


	第二部【提出会社の保証会社等の情報】
	四半期レビュー報告書

	NextPage0_3-2009/11/16 10:00:092636926: - 1 -
	NextPage0_4-2009/11/16 10:00:097168350: - 2 -
	NextPage0_5-2009/11/16 10:00:097324606: - 3 -
	NextPage0_6-2009/11/16 10:00:097480862: - 4 -
	NextPage0_7-2009/11/16 10:00:097637118: - 5 -
	NextPage0_8-2009/11/16 10:00:097949630: - 6 -
	NextPage0_9-2009/11/16 10:00:098105886: - 7 -
	NextPage0_10-2009/11/16 10:00:098262142: - 8 -
	NextPage0_11-2009/11/16 10:00:098418398: - 9 -
	NextPage0_12-2009/11/16 10:00:098730910: - 10 -
	NextPage0_13-2009/11/16 10:00:098887166: - 11 -
	NextPage0_14-2009/11/16 10:00:099043422: - 12 -
	NextPage0_15-2009/11/16 10:00:099355934: - 13 -
	NextPage0_16-2009/11/16 10:00:099512190: - 14 -
	NextPage0_17-2009/11/16 10:00:099668446: - 15 -
	NextPage0_18-2009/11/16 10:00:099980958: - 16 -
	NextPage0_19-2009/11/16 10:00:100137214: - 17 -
	NextPage0_20-2009/11/16 10:00:100293470: - 18 -
	NextPage0_21-2009/11/16 10:00:100605982: - 19 -
	NextPage0_22-2009/11/16 10:00:100762238: - 20 -
	NextPage0_23-2009/11/16 10:00:101074750: - 21 -
	NextPage0_24-2009/11/16 10:00:101231006: - 22 -
	NextPage0_25-2009/11/16 10:00:101387262: - 23 -
	NextPage0_26-2009/11/16 10:00:101543518: - 24 -
	NextPage0_27-2009/11/16 10:00:101856030: - 25 -
	NextPage0_28-2009/11/16 10:00:102012286: - 26 -
	NextPage0_29-2009/11/16 10:00:102168542: - 27 -
	NextPage0_30-2009/11/16 10:00:102324798: - 28 -
	NextPage0_31-2009/11/16 10:00:102793566: - 29 -
	NextPage0_32-2009/11/16 10:00:102949822: - 30 -
	NextPage0_33-2009/11/16 10:00:103106078: - 31 -


