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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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 ％

21年3月期第3四半期 28,039 ― 2,405 ― 2,720 ― 1,386 ―

20年3月期第3四半期 27,945 △0.7 3,792 △5.1 4,082 △1.8 2,626 33.9

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

21年3月期第3四半期 22.27 ―

20年3月期第3四半期 40.65 ―

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

21年3月期第3四半期 52,786 43,048 80.5 703.79
20年3月期 57,838 46,941 80.1 733.98

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  42,498百万円 20年3月期  46,353百万円

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

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 8.00 ― 8.00 16.00
21年3月期 ― 8.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 8.00 16.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21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 33,820 △11.3 1,640 △69.1 1,840 △68.1 700 △81.1 11.33

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、３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） 

(注)詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(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 
１．業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合がありま
す。なお、予想数値に関する事項は、平成21年１月13日発表の「通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第
14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  63,143,769株 20年3月期  69,543,769株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  2,758,837株 20年3月期  6,390,243株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  62,269,186株 20年3月期第3四半期  64,628,126株
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当第３四半期連結累計期間の当社グループを取り巻く経済環境は、世界的な金融危機の深刻化に伴い、
急激な円高の進行及び輸出の鈍化が企業収益を圧迫し、基幹産業である製造業を中心に大幅な減産や雇用
情勢が悪化するなど、景気は急速に後退してまいりました。 
 このような状況のもと、当社グループのダイヤモンド工具事業部門の売上高は、272億42百万円(前年同
期比0.6％増)となりました。 
 電子・半導体業界では、半導体需要は減少したものの拡販活動を積極的に推進しました。また、電子業
界は太陽電池用シリコン加工用工具の拡販とＦＰＤガラス加工用工具の在庫補充による販売拡大により、
売上高は93億40百万円(前年同期比3.0％増)となりました。 
 輸送機器業界では、自動車の生産台数は国内外ともに減少しましたが、製造・販売・技術が一体となっ
た拡販活動により自動車業界における業績は前年並みとなりました。しかしながら、ＤＰＦ(ディーゼル
車用排ガス浄化装置部品)加工用ホイールの落ち込みをカバーすることができず、売上高は53億円(前年同
期比3.6％減)となりました。 
 機械業界では、超硬工具加工用ホイールの販売はほぼ順調に推移しました。また、ベアリング業界を中
心とした拡販活動の推進により、売上高は66億43百万円(前年同期比0.5％増)となりました。 
 石材・建設業界では、海外において鉱物資源探査用工具及びその周辺機器の販売は好調に推移しました
が、公共事業工事の減少並びに国内外向け流通商品の大幅な在庫調整により、売上高は52億92百万円(前
年同期比1.5％減)となりました。 
 また、宝飾品事業部門の売上高は、個人消費の低迷により７億96百万円(前年同期比9.2％減)となりま
した。 
 これらの結果、当第３四半期連結累計期間の連結売上高は、280億39百万円(前年同期比0.3％増)となり
ました。利益面につきましては、営業利益は退職給付費用の増加などにより24億５百万円(前年同期比
36.6％減)、経常利益は27億20百万円(前年同期比33.4％減)、四半期純利益は13億86百万円(前年同期比
47.2％減)となりました。 
 なお、前年同期比は参考として記載しております。 

  

①資産、負債及び純資産の状況 
当第３四半期連結会計期間末の財政状態は、前連結会計年度末に比べ総資産は50億51百万円の減少、

負債は11億58百万円の減少、純資産は38億93百万円の減少となりました。 
 総資産の主な変動要因は、投資有価証券の減少47億47百万円などがあげられます。 
 負債の主な変動要因は、未払法人税等の減少６億74百万円、賞与引当金の減少５億48百万円などがあ
げられます。 
 純資産の主な変動要因は、四半期純利益13億86百万円と、配当金の支払10億２百万円及び自己株式の
消却40億64百万円などによる利益剰余金の減少36億82百万円などがあげられます。 
 以上の結果、１株当たり純資産額は、前連結会計年度末に比べ30円19銭減少し703円79銭となり、自
己資本比率は80.5％となりました。 
  

②キャッシュ・フローの状況 
当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、62億37百万円

の残高となりました。 
(営業活動によるキャッシュ・フロー) 
 当第３四半期連結累計期間における営業活動によって得られた資金は、28億11百万円となりました。
これは主に、税金等調整前四半期純利益が22億60百万円、減価償却費が17億80百万円、法人税等の支払
額が11億32百万円あったことによります。 
(投資活動によるキャッシュ・フロー) 
 当第３四半期連結累計期間における投資活動によって得られた資金は、２億14百万円となりました。
これは主に、定期預金の払戻による収入が10億円、有形固定資産の取得による支出が25億21百万円、投
資有価証券の売却による収入が18億６百万円あったことによります。 
(財務活動によるキャッシュ・フロー) 
 当第３四半期連結累計期間における財務活動の結果使用された資金は、28億77百万円となりました。
これは主に、自己株式の取得による支出が17億69百万円、配当金の支払額が９億80百万円あったことに
よります。 

【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

2．連結財政状態に関する定性的情報
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通期の業績予想に関しましては、平成21年１月13日発表の「通期業績予想の修正に関するお知らせ」を
ご参照ください。 

  
  

該当事項はありません。 
  

①簡便な会計処理 
 １) 棚卸資産の評価方法 

当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期連結会計
期間末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

  
 ２) 税金費用 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定す
る方法によっております。 

  
 ３) 繰延税金資産及び繰延税金負債 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差
異等の発生状況に著しい変化がないと認められる場合、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・プランニングを利用する方法によっております。 

  
②四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。 
  

①「四半期財務諸表に関する会計基準」の適用 
当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸

表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期
連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  
②「リース取引に関する会計基準」の適用 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理
によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号(平成５年６月17日(企
業会計審議会第一部会)、平成19年３月30日改正))及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企
業会計基準適用指針第16号(平成６年１月18日(日本公認会計士協会 会計制度委員会)、平成19年３月
30日改正))が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用すること
ができることになったことに伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の
売買取引に係る会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリー
ス資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用し
ております。この結果、損益に与える影響はありません。 

  
③「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取
扱い」(実務対応報告第18号 平成18年５月17日)を適用しております。この結果、損益に与える影響は
ありません。 

  

 有形固定資産の耐用年数の変更 
平成20年度の法人税法の改正を契機として、資産の利用状況等を見直した結果、当社及び国内連結子

会社は、第１四半期連結会計期間より機械装置の耐用年数について、従来採用していた５～10年の耐用
年数を５～９年の耐用年数に変更しております。これにより、第３四半期連結累計期間の減価償却費が
48百万円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ同額減少しておりま
す。なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

3．連結業績予想に関する定性的情報

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)

(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

(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

(4) 追加情報
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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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,237 6,354

受取手形及び売掛金 11,419 12,331

商品及び製品 2,276 2,138

仕掛品 604 871

原材料及び貯蔵品 1,627 1,618

その他 1,185 923

貸倒引当金 △77 △79

流動資産合計 23,274 24,157

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,402 7,783

機械装置及び運搬具（純額） 4,839 4,675

土地 4,590 4,508

その他（純額） 1,868 868

有形固定資産合計 18,700 17,835

無形固定資産 120 125

投資その他の資産   

投資有価証券 5,838 10,585

その他 4,932 5,218

貸倒引当金 △80 △84

投資その他の資産合計 10,689 15,718

固定資産合計 29,511 33,680

資産合計 52,786 57,838
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,548 1,843

短期借入金 195 222

未払法人税等 173 848

賞与引当金 164 713

その他 2,037 2,074

流動負債合計 4,120 5,702

固定負債   

退職給付引当金 4,589 4,163

その他 1,027 1,031

固定負債合計 5,617 5,194

負債合計 9,738 10,896

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,102 4,102

資本剰余金 7,129 7,129

利益剰余金 34,403 38,085

自己株式 △1,663 △3,995

株主資本合計 43,971 45,321

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 91 1,263

土地再評価差額金 △593 △593

為替換算調整勘定 △970 362

評価・換算差額等合計 △1,473 1,032

少数株主持分 549 587

純資産合計 43,048 46,941

負債純資産合計 52,786 57,838
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成20年12月31日) 

売上高 28,039

売上原価 19,201

売上総利益 8,837

販売費及び一般管理費  

販売費 4,154

一般管理費 2,277

販売費及び一般管理費合計 6,432

営業利益 2,405

営業外収益  

受取利息 72

受取配当金 125

持分法による投資利益 82

その他 111

営業外収益合計 391

営業外費用  

支払利息 7

為替差損 54

その他 13

営業外費用合計 76

経常利益 2,720

特別利益  

固定資産売却益 0

投資有価証券売却益 123

子会社清算益 69

特別利益合計 193

特別損失  

固定資産売却損 2

固定資産除却損 18

投資有価証券評価損 632

特別損失合計 653

税金等調整前四半期純利益 2,260

法人税、住民税及び事業税 473

法人税等調整額 319

法人税等合計 792

少数株主利益 81

四半期純利益 1,386
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【第３四半期連結会計期間】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
  至 平成20年12月31日) 

売上高 8,737

売上原価 6,203

売上総利益 2,534

販売費及び一般管理費  

販売費 1,381

一般管理費 737

販売費及び一般管理費合計 2,118

営業利益 415

営業外収益  

受取利息 23

受取配当金 24

持分法による投資利益 14

その他 22

営業外収益合計 84

営業外費用  

支払利息 3

為替差損 87

その他 4

営業外費用合計 95

経常利益 404

特別損失  

固定資産売却損 0

固定資産除却損 7

投資有価証券評価損 632

特別損失合計 639

税金等調整前四半期純損失（△） △235

法人税、住民税及び事業税 △383

法人税等調整額 267

法人税等合計 △115

少数株主利益 32

四半期純損失（△） △152
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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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成20年12月31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 2,260

減価償却費 1,780

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2

賞与引当金の増減額（△は減少） △548

退職給付引当金の増減額（△は減少） 426

受取利息及び受取配当金 △198

支払利息 7

持分法による投資損益（△は益） △82

有形固定資産除売却損益（△は益） 20

投資有価証券売却損益（△は益） △123

投資有価証券評価損益（△は益） 632

子会社清算損益（△は益） △69

売上債権の増減額（△は増加） 676

たな卸資産の増減額（△は増加） △10

仕入債務の増減額（△は減少） △167

その他 △852

小計 3,754

利息及び配当金の受取額 198

利息の支払額 △7

法人税等の支払額 △1,132

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,811

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入 1,000

有形固定資産の取得による支出 △2,521

有形固定資産の売却による収入 7

投資有価証券の取得による支出 △222

投資有価証券の売却による収入 1,806

子会社の清算による収入 71

その他 74

投資活動によるキャッシュ・フロー 214

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） △10

自己株式の取得による支出 △1,769

配当金の支払額 △980

その他 △116

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,877

現金及び現金同等物に係る換算差額 △266

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △117

現金及び現金同等物の期首残高 6,354

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,237
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表
に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結
財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  
  

該当事項はありません。 
  

(4) 継続企業の前提に関する注記
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【事業の種類別セグメント情報】 

 
全セグメントの売上高の合計及び営業利益の合計額に占める「ダイヤモンド工具事業」の割合が、い

ずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 
  

【所在地別セグメント情報】 

 

 
  

 

 
(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主な国又は地域 
(1)ヨーロッパ…………………フランス 
(2)アジア・オセアニア………台湾・中国・オーストラリア・インドネシア 
(3)北米…………………………米国 

３ 「追加情報」の「有形固定資産の耐用年数の変更」に記載のとおり、平成20年度の法人税
法の改正を契機として、資産の利用状況等を見直した結果、当社及び国内連結子会社は、
第１四半期連結会計期間より機械装置の耐用年数について、従来採用していた５～10年の
耐用年数を５～９年の耐用年数に変更しております。これにより、日本において、減価償
却費が48百万円増加し、営業利益が同額減少しております。 

  

(5) セグメント情報

当第３四半期連結会計期間(自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日)及び当第３四半期連結累計
期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結会計期間(自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日) (単位：百万円)

日本 ヨーロッパ
アジア・
オセアニア

北米 計
消去 

又は全社
連結

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 6,231 834 1,369 302 8,737 ― 8,737 

(2)セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

285 0 109 ― 395 (395) ―

計 6,517 834 1,478 302 9,133 (395) 8,737 

営業利益又は営業損失(△) △39 70 376 2 411 4 415

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) (単位：百万円)

日本 ヨーロッパ
アジア・
オセアニア

北米 計
消去 

又は全社
連結

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 20,576 2,703 3,817 942 28,039 ― 28,039 

(2)セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

1,037 2 413 ― 1,454 (1,454) ―

計 21,614 2,705 4,231 942 29,493 (1,454) 28,039 

営業利益 1,277 82 1,017 30 2,408 (3) 2,405
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【海外売上高】 

 

 
  

 

 
(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主な国又は地域 
(1)ヨーロッパ…………………フランス 
(2)アジア・オセアニア………台湾・中国・タイ・オーストラリア・インドネシア 
(3)北米…………………………米国 

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。 
  

１ 自己株式の取得 
当社は、平成20年８月１日及び平成20年10月31日開催の取締役会において自己株式の取得を行うこ

とを決議し、普通株式2,736千株の取得を行いました。これにより、当第３四半期連結累計期間にお
いて自己株式が17億９百万円増加しております。 
  

２ 自己株式の消却 
当社は、平成20年８月１日及び平成20年10月31日開催の取締役会において自己株式の消却を行うこ

とを決議し、平成20年８月12日付で普通株式4,200千株、平成20年11月11日付で普通株式2,200千株の
消却を行いました。これにより、当第３四半期連結累計期間において、資本剰余金が２百万円、利益
剰余金が40億64百万円、自己株式が40億66百万円減少しております。 

当第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） (単位：百万円)

ヨーロッパ
アジア・
オセアニア

北米 その他の地域 計

Ⅰ．海外売上高 924 2,279 310 78 3,592

Ⅱ．連結売上高 8,737

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の割合(%) 10.6 26.1 3.5 0.9 41.1 

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） (単位：百万円)

ヨーロッパ
アジア・
オセアニア

北米 その他の地域 計

Ⅰ．海外売上高 3,059 7,085 977 283 11,406

Ⅱ．連結売上高 28,039

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の割合(%) 10.9 25.3 3.5 1.0 40.7 

(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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前年同四半期に係る財務諸表等 

 

 
  

「参考資料」

(1) 四半期連結損益計算書 (単位：百万円)

科  目

前四半期連結会計期間
(自 平成19年４月１日
 至 平成19年12月31日)

金 額 百分比

Ⅰ 売上高 27,945 100.0

Ⅱ 売上原価 18,061 64.6

   売上総利益 9,884 35.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 1. 販売費 3,796

 2. 一般管理費 2,295

   販売費及び一般管理費計 6,091 21.8

   営業利益 3,792 13.6

Ⅳ 営業外収益

 1. 受取利息 63

 2. 受取配当金 107

 3. 持分法による投資利益 88

 4. 雑収入 53

   営業外収益計 313 1.1

Ⅴ 営業外費用

 1. 支払利息 9

 2. 為替差損 4

 3. 雑損失 9

   営業外費用計 22 0.1

   経常利益 4,082 14.6

Ⅵ 特別利益

  1. 固定資産売却益 3

 2. 投資有価証券売却益 207

    特別利益計 211 0.8

 Ⅶ 特別損失

  1. 固定資産売却損 4

 2. 固定資産除却損 12

 3. たな卸資産評価損 159

 4. 投資有価証券売却損 5

 5. 投資有価証券評価損 29

    特別損失計 211 0.8

    税金等調整前四半期純利益 4,082 14.6

    法人税等 1,365 4.9

    少数株主利益 90 0.3

    四半期純利益 2,626 9.4
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(2) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 (単位：百万円)

前四半期連結会計期間
(自 平成19年４月１日
 至 平成19年12月31日)

区分 金 額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   1.税金等調整前四半期純利益 4,082

   2.減価償却費 1,600

   3.賞与引当金の増減額(減少は△) △515

   4.退職給付引当金の増減額(減少は△) △407

   5.受取利息及び受取配当金 △171

    6.支払利息 9

    7.持分法による投資利益 △88

   8.有形固定資産売却除却損益 13

   9.投資有価証券売却評価損益 △172

  10.売上債権の増減額(増加は△) 367

  11.たな卸資産の増減額(増加は△) △364

  12.仕入債務の増減額(減少は△) 156

    13.その他 525

      小計 5,035

  14.利息及び配当金の受取額 171

  15.利息の支払額 △9

  16.法人税等の支払額 △1,658

  営業活動によるキャッシュ・フロー 3,538

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   1.有形固定資産の取得による支出 △863

   2.有形固定資産の売却による収入 8

   3.投資有価証券の取得による支出 △545

   4.投資有価証券の売却償還による収入 925

   5.その他 41

  投資活動によるキャッシュ・フロー △432

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   1.短期借入金の純増減額(減少は△) △19

   2.自己株式の取得による支出 △737

   3.配当金の支払額 △970

   4.その他 △78

  財務活動によるキャッシュ・フロー △1,805

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 30

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(減少は△) 1,330

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 3,560

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 4,890
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【事業の種類別セグメント情報】 

 
全セグメントの売上高の合計及び営業利益の合計額に占める「ダイヤモンド工具事業」の割合が、い

ずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 
  

【所在地別セグメント情報】 

 

 
(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主な国又は地域 
(1)ヨーロッパ…………………フランス 
(2)アジア・オセアニア………台湾・中国・オーストラリア・インドネシア 
(3)北米…………………………米国 

  

【海外売上高】 

 

 
(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主な国又は地域 
(1)ヨーロッパ…………………フランス 
(2)アジア・オセアニア………台湾・中国・タイ・オーストラリア・インドネシア 
(3)北米…………………………米国 

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。 

  

(3) セグメント情報

前四半期連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日）

前四半期連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） (単位：百万円)

日本 ヨーロッパ
アジア・
オセアニア

北米 計
消去 

又は全社
連結

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 20,947 2,963 3,091 943 27,945 ― 27,945

(2)セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

1,116 13 434 ― 1,564 (1,564) ―

計 22,064 2,976 3,525 943 29,509 (1,564) 27,945

営業費用 19,342 2,691 2,809 892 25,735 (1,582) 24,153

営業利益 2,721 285 716 50 3,774 18 3,792

前四半期連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） (単位：百万円)

ヨーロッパ
アジア・
オセアニア

北米 その他の地域 計

Ⅰ．海外売上高 3,236 6,063 960 195 10,456

Ⅱ．連結売上高 27,945

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の割合(%) 11.6 21.7 3.4 0.7 37.4
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