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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】

連結経営指標等

　

回次
第60期

第１四半期連結累計(会計)期間
第59期

会計期間
自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日

自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

売上高 (百万円) 13,168 52,101

経常利益 (百万円) 2,213 8,075

四半期(当期)純利益 (百万円) 1,338 3,566

純資産額 (百万円) 59,520 59,004

総資産額 (百万円) 85,615 84,761

１株当たり純資産額 (円) 810.16 803.14

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 18.22 48.37

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 16.44 43.66

自己資本比率 (％) 69.5 69.6

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 1,481 6,573

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △206 △8,247

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △397 △2,125

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 14,632 14,004

従業員数 (名) 1,030 968

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　従業員数は就業人員であります。
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２ 【事業の内容】

当第１四半期連結会計期間において、当社および当社の関係会社において営まれている事業の内容に重

要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第１四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。

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成20年６月30日現在

従業員数（名） 1,030(162)

(注) １　従業員数は就業人員であります。

２　「従業員数」欄の(外書)は、臨時従業員の当第１四半期連結会計期間の平均雇用人員であります。

　

(2) 提出会社の状況

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成20年６月30日現在

従業員数（名） 707(154)

(注) １　従業員数は就業人員であります。

２　「従業員数」欄の(外書)は、臨時従業員の当第１四半期会計期間の平均雇用人員であります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

　当社および連結子会社(以下、当社グループ)は、針状ころ軸受等および直動案内機器(以下、軸受等)ならび

に諸機械部品の製造・販売を単一の事業として運営しているため、事業の種類別セグメントごとの生産規

模よおび受注規模を金額あるいは数量で示すことはしておりません。

　このため生産、受注および販売の状況については、「３　財政状態及び経営成績の分析」に含めて記載して

おります。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

　

３ 【財政状態及び経営成績の分析】

(1) 経営成績の分析

当第１四半期連結会計期間(平成20年４月１日～平成20年６月30日)における当社グループを取り巻く

経済環境は、世界的な原油・原材料価格の高騰が続く中、アジア地域は経済成長を持続しているものの、

欧州経済は成長が緩やかになっており、米国ではサブプライムローン問題の影響等によって景気の減速

感が更に強まるなど、世界経済全体に先行き不透明感が一層広がってまいりました。国内においても原油

・原材料価格の高騰や株式市場の低迷、不安定な為替変動等により企業の設備投資に慎重さが増してお

り、輸出も横ばい状態になるなど、景気の下振れリスクが高まってまいりました。

　このような情勢のもとで、当社グループといたしましては、事業規模を拡大し、企業価値を高めるための

諸施策を、前期に引き続いて積極的に展開してまいりました。

　販売面につきましては、既存ユーザーへの密着した提案型営業活動と新規ユーザー開拓を積極的に推進

し、当社グループが得意とするローラタイプ直動案内機器や環境負荷低減とユーザーの給油管理工数削

減を実現させる独創的な開発製品「メンテナンスフリーシリーズ」などの主力製品を前面に押し出し

て、販売拡大に注力しました。生産面につきましては、海外需要が拡大基調にある針状ころ軸受等や直動

案内機器の生産能力を増強し、グループ全体で製品ごとの負荷状況に応じた生産体制の最適化を図るな

ど、需要への対応力を強化しました。

　その結果、当第１四半期連結会計期間の連結売上高は13,168百万円(前年同期比3.4％増)となりました。

収益面につきましては、引き続き原価低減や事務合理化等に注力していますが、それを上回る材料費や加

工費等の増加により、営業利益は2,084百万円(前年同期比2.7％減)となりましたが、経常利益は2,213百

万円(前年同期比0.5％増)となり、四半期純利益は1,338百万円(前年同期比2.2％増)となりました。

　また、当第１四半期連結会計期間における軸受等の生産高(平均販売価格による)は11,364百万円とな

り、軸受等ならびに諸機械部品の受注高は13,176百万円となりました。
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  事業の種類別セグメントの業績につきましては、当社グループは、軸受等ならびに諸機械部品の製造

・販売を単一の事業として運営しているため、事業の種類別セグメントおよび事業部門は一括して記

載しております。なお、部門別では、軸受等の売上高は11,413百万円(前年同期比3.9％増)、諸機械部品

の売上高は1,754百万円(前年同期比0.4％増)となりました。

部門別売上高

区分

前第１四半期連結会計期間 当第１四半期連結会計期間

比較増減(自　平成19年４月１日 (自　平成20年４月１日

  至　平成19年６月30日)   至　平成20年６月30日)

金額(百万円) 比率(％) 金額(百万円) 比率(％)金額(百万円)伸び率(％)

軸　受　等 10,98286.3 11,41386.7 431 3.9

諸機械部品 1,74713.7 1,75413.3 7 0.4

売上高合計 12,729100.0 13,168100.0 438 3.4

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

国内市場は、油圧機械や建設機械、一般産業機械向け等に針状ころ軸受等の受注が堅調でした。直動

案内機器では、工作機械向けに高剛性・高精度のローラタイプ直動案内機器が好調を維持したほか、メ

ンテナンスフリーシリーズの積極的な市場投入により、幅広い分野で需要の喚起を促しました。しか

し、依然として、主要な需要先である半導体製造装置等のエレクトロニクス関連産業向けは、需要の回

復力が弱く減少しました。一方、輸出は中国、台湾を中心としたアジア地域で需要が増加しました。その

結果、売上高は10,432百万円(前年同期比4.1％増)となりましたが、材料費や加工費等の増加に加え、円

高の影響等により、営業利益は1,666百万円(前年同期比16.0％減)となりました。

②北米

北米地域は、エレクトロニクス関連産業向けは低迷していますが、輸送機器産業の設備需要や精密機

器、医療機器向け等の受注が増加し、代理店向けも堅調に推移しました。しかし、為替変動によるマイナ

ス影響を受けたため、売上高は1,217百万円(前年同期比6.9％減)となりましたが、販売費等の経費節減

を推し進めたことにより、営業利益は140百万円(前年同期比4.1％増)となりました。

③欧州

欧州地域は、工作機械向けをはじめ、精密機械や一般産業機械向け等に受注が増加したことに加え、

販売網の拡充が受注の増加に寄与しました。その結果、売上高は1,518百万円(前年同期比8.6％増)とな

りました。しかし、輸入・販売に係わる諸費用等の増加により、営業利益は147百万円(前年同期比

17.1％減)となりました。

　

なお、経営成績の分析における記載金額には、消費税等は含まれておりません。
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(2) 財政状態の分析

流動資産は、前連結会計年度末に比べ127百万円増加し57,400百万円となりました。これは主に、現金及

び預金が172百万円、受取手形及び売掛金が168百万円とそれぞれ減少し、仕掛品が341百万円増加したこ

となどによるものです。固定資産は、前連結会計年度末に比べ725百万円増加し28,215百万円となりまし

た。

　この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べ853百万円増加し85,615百万円となりました。

　流動負債は、前連結会計年度末に比べ257百万円増加し24,713百万円となりました。これは主に、支払手

形及び買掛金が308百万円増加したことなどによります。固定負債は、前連結会計年度末に比べ80百万円

増加し1,381百万円となりました。

　この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べ338百万円増加し26,095百万円となりました。

　純資産は、前連結会計年度末に比べ515百万円増加し59,520百万円となりました。これは主に、利益剰余

金が750百万円増加したことなどによります。 

　

(3) キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物は14,632百万円となりました。

 

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によって得られたキャッシュ・フローは1,481百万円となりました。これは主に、税金等調整

前四半期純利益2,213百万円、減価償却費739百万円、未払費用の増加額600百万円等による収入と、法人税

等の支払額1,267百万円、たな卸資産の増加額831百万円等の支出との差額によるものであります。

　

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動により使用されたキャッシュ・フローは206百万円となりました。これは主に、有形固定資産

の取得による支出973百万円、定期預金の払戻による収入800百万円等によるものであります。

　なお、営業活動によるキャッシュ・フローから投資活動によるキャッシュ・フローを除いたフリー

キャッシュ・フローは1,275百万円となりました。

　

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動により使用されたキャッシュ・フローは397百万円となりました。これは主に、配当金の支払

額555百万円等によるものであります。

　

(4) 事業上および財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結会計期間において、事業上および財務上の対処すべき課題に重要な変更および新た

に生じた課題はありません。

　なお、当社は、財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その

内容等(会社法施行規則第127条各号に掲げる事項)は、次のとおりであります。

EDINET提出書類

日本トムソン株式会社(E01631)

四半期報告書

 6/27



(ア) 基本方針の内容

当社は、当社の企業価値が、「社会に貢献する技術開発型企業」という企業理念に基づいて、永年に

わたり蓄積してきた営業・技術・生産のノウハウ等を駆使した機動性のある企業活動に邁進し、国内

外の社会の発展に貢献することにより、株主の皆様をはじめとした多くのステークホルダーの皆様共

同の利益を向上させていくことにその淵源を有することに鑑み、特定の者またはグループによる当社

の総議決権の20％以上に相当する議決権を有する株式の取得により、このような当社の企業価値また

は株主の皆様共同の利益が毀損されるおそれが存する場合には、かかる特定の者またはグループは当

社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であるとして、法令および定款によって

許容される限度において、当社の企業価値または株主の皆様共同の利益の確保・向上のための相当な

措置を講じることを、その基本方針とします。

(イ) 基本方針に照らして不適切な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

防止するための取り組み

当社は、基本方針に照らして不適切な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

ことを防止するための取り組みの一つとして、平成19年５月14日開催の取締役会において、当社株式の

大規模買付行為に関する対応方針(以下、本プラン)を導入し、平成19年６月28日開催の第58回定時株主

総会において、本プランについて株主の皆様のご承認をいただきました。また、当社は、本プランの導入

に伴い、独立委員会を設置し、独立委員会委員として、伊集院功氏、齊藤聡氏、佐藤順哉氏、武井洋一氏、

古川行正氏の５名を選任いたしました。

　本プランの概要は、以下に記載のとおりでありますが、本プランの詳細につきましては、当社ホーム

ぺージに掲載の「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)導入に関するお知らせ」

をご覧ください。

　　　　　(参考URL: http://www.ikont.co.jp/)

① 本プランの導入の目的

本プランは、大規模買付者に対して事前に大規模買付行為に関する必要な情報の提供および考慮

・交渉のための期間の確保を求めることによって、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主

の皆様が適切に判断されること、取締役会が、当該大規模買付行為に対する賛否の意見または代替案

を株主の皆様に対して提示すること、あるいは、株主の皆様のために大規模買付者と交渉を行うこと

などを可能とし、もって当社の企業価値ないし株主の皆様共同の利益の確保・向上を実現すること

を目的として、導入されたものであります。
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② 本プランに基づく対抗措置の発動に係る手続

(ⅰ) 対象となる大規模買付行為

　次のいずれかに該当する行為またはその可能性のある行為がなされ、またはなされようとする場

合に、本プランに基づく対抗措置が発動される場合があります。

　・当社が発行者である株券等に関する大規模買付者の株券等保有割合が20％以上となる当該株券　　

等の買付けその他の取得

　・当社が発行者である株券等に関する大規模買付者の株券等保有割合とその特別関係者の株券等保

有割合との合計が20％以上となる当該株式等の買付けその他の取得

　・大規模買付者が、当社の他の株主との間で行う当該他の株主が当該大規模買付者の共同保有者に該

当することとなるような行為(ただし、当該大規模買付者の株券等保有割合が20％以上となる場合

に限ります)

(ⅱ) 大規模買付者に対する情報提供要求

　大規模買付者には、大規模買付行為の開始または実行に先立ち、意向表明書および大規模買付情報

を提出・提供していただきます。

(ⅲ) 取締役会評価期間の設定等

　取締役会は、対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社の全ての株券等の買付けが行わ

れる場合には、60日間、それ以外の場合には、90日間の期間を、取締役会評価期間として設定し、当社

の企業価値および株主の皆様共同の利益の確保・向上の観点から企図されている大規模買付行為

に関して評価、検討、意見形成、代替案立案および大規模買付者との交渉を行うものとします。

(ⅳ) 独立委員会の勧告および取締役会による決議

　独立委員会は、大規模買付者が大規模買付ルールにつきその重要な点において違反した場合で、取

締役会がその是正を書面により当該大規模買付者に対して要求した後５営業日以内に当該違反が

是正されない場合には、原則として、取締役会に対して、大規模買付行為に対する対抗措置の発動を

勧告します。

　他方、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合、独立委員会は、原則として、取締役会に対

して、大規模買付行為に対する対抗措置の不発動を勧告しますが、大規模買付ルールが遵守されて

いる場合であっても、当該大規模買付者がいわゆるグリーンメイラーである場合等一定の事情を有

していると認められる者である場合には、取締役会に対して、対抗措置の発動を勧告します。

　取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重したうえで、対抗措置の発動または不発動その他必要

な決議を行うものとします。なお、取締役会は、一定の場合には、対抗措置を発動するか否かを株主

の皆様に問うべく株主総会を招集することができるものとします。

(ⅴ) 対抗措置の具体的内容

　当社が本プランに基づき発動する大規模買付行為に対する対抗措置は、新株または新株予約権の

無償割当て等、会社法その他の法令および当社の定款が取締役会の権限として認める措置としま

す。
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③ 本プランの特徴

(ⅰ) 基本方針の制定

　本プランは、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を制定

したうえで、導入されたものであります。

(ⅱ) 独立委員会の設置

　当社は、本プランの必要性および相当性を確保するために独立委員会を設置し、取締役会が対抗措

置を発動する場合には、その判断の公正を担保し、かつ、取締役会の恣意的な判断を排除するため

に、独立委員会の勧告を最大限尊重するものとしています。

(ⅲ) 株主総会における本プランの承認

　本プランにつきましては、第58回定時株主総会において、株主の皆様のご承認をいただきました。

(ⅳ) 適時開示

　取締役会は、本プラン上必要な事項について、適用ある法令等および証券取引所規則に従って、適

時適切な開示を行います。

(ⅴ) 本プランの有効期間

　本プランの有効期間は、平成19年５月14日から第58回定時株主総会終了後２年以内に終了する事

業年度のうち最終のものに関する定時株主総会後最初に開催される取締役会の終結時までとしま

す。ただし、かかる有効期間の満了前であっても、株主総会において本プランを廃止する旨の議案が

承認された場合、または取締役会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合、本プラン

はその時点で廃止されるものとします。

④ 株主の皆様への影響

(ⅰ) 本プランの導入時に株主の皆様へ与える影響

　本プランの導入時には、対抗措置の発動は行われません。従って、本プランが本プラン導入時に株

主の皆様の権利および経済的利益に直接具体的な影響を与えることはありません。

(ⅱ) 新株予約権の発行時に株主の皆様へ与える影響

　対抗措置として新株予約権の無償割当てが行われた場合においても、保有する当社株式１株当た

りの価値の希釈化は生じるものの、保有する当社株式全体の価値の希釈化は生じないことから、株

主の皆様の法的権利および経済的利益に対して直接的具体的な影響を与えることは想定しており

ません。ただし、例外事由該当者については、対抗措置が発動された場合、結果的に、その法的権利ま

たは経済的利益に何らかの影響が生じる可能性があります。
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(ウ) 上記の取り組みに対する取締役会の判断およびその判断に係る理由

当社は、前記(イ)①記載のとおり、本プランは企業価値ないし株主の皆様共同の利益の確保・向上と

いう目的をもって導入されたものであり、基本方針に沿うものと考えます。特に本プランは、1)株主総

会において本プランを廃止する旨の議案が承認された場合には本プランはその時点で廃止されるもの

としており、その存続が株主の皆様の意思にかからしめられている点において株主の皆様のご意思を

重視していること、2)大規模買付行為に関する評価、検討、意見形成、代替案立案および大規模買付者と

の交渉を行うにあたり、取締役会が独立した第三者的立場にある専門家の意見を取得できること、3)独

立性の高い独立委員会の設置を伴うものであり、対抗措置の発動に際しては必ず独立委員会の勧告を

経る仕組みとなっているうえ、独立委員会は更に独立した第三者的立場にある専門家の意見を取得で

きること、4)対抗措置の発動、不発動または中止に関する判断の際に拠るべき基準が設けられているこ

となどから、当社は、本プランは当社の企業価値ないし株主の皆様共同の利益を損なうものではなく、

当社の取締役の地位の維持を目的とするものではないと考えております。

　

(5) 研究開発活動

当第１四半期連結会計期間の研究開発費の総額は258百万円であります。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第１四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

① 重要な設備の新設等

当第１四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設の計画は次のとおりでありま

す。

　

会社名
事業所名
(所在地)

設備の内容

投資予定金額
(注)１

資金調達
方法

着手 完了
完成後の
増加能力

総額
(百万円)

既支払額
(百万円)

日本トムソン㈱

土岐工場
(仮称)

(岐阜県土岐市)
土地・建物 10,000167

自己資金お
よび借入金

平成20
年４月

平成21
年９月

(注)２

(注) １　土地、新工場を含めた生産体制の構築に係る総投資額であります。

２　完成後の増加能力は、生産品目が多種多様にわたっている等の理由により算定が困難なため、記載しておりま

せん。

　

② 重要な設備の除却等

経常的な設備の更新のための除却・売却を除き、重要な設備の除却・売却の計画はありません。

　

なお、設備の状況における記載金額には、消費税等は含まれておりません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 291,000,000

計 291,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数(株)
(平成20年６月30日)

提出日現在発行数
(株)

(平成20年８月８日)

上場金融商品取引所
名または登録認可金
融商品取引業協会名

内容

普通株式 74,599,87573,499,875
東京証券取引所
(市場第一部)

―

計 74,599,87573,499,875― ―

(注) １　「提出日現在発行数」には、平成20年８月１日からこの四半期報告書提出日までの転換社債の株式への転換に

より発行された株式数は、含まれておりません。

２　平成20年７月14日開催の取締役会の決議により、平成20年７月28日付で1,100,000株の自己株式の消却を実施

しております。

　

(2) 【新株予約権等の状況】

当社は、旧商法に基づき転換社債を発行しております。当該転換社債の残高、転換価格および資本組入

額は、次のとおりであります。

第１回無担保転換社債(平成13年６月20日発行)

　
第１四半期会計期間末現在
(平成20年６月30日)

転換社債の残高(百万円) 7,586

転換価格(円) 952

資本組入額(円) 476

　

　

　

(3) 【ライツプランの内容】

　

該当事項はありません。
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(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
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

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20年６月30日 ― 74,599 ― 9,532 ― 12,886

(注)　平成20年７月28日に自己株式1,100,000株を消却し、発行済株式総数は73,499,875株となっております。

　

(5) 【大株主の状況】

当第１四半期会計期間において、株式会社みずほ銀行から、平成20年６月６日付で関東財務局長に提出

された大量保有(変更)報告書により、平成20年５月30日現在で以下の株式を所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１四半期会計期間末の実質所有株式数の確認ができておりません。

　なお、その大量保有(変更)報告書は以下のとおりであります。

　

氏名または名称 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(％)

株式会社みずほ銀行 1,306 1.75

みずほ信託銀行株式会社 4,549 6.10

みずほ投信投資顧問株式会社 215 0.29

　

(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、実質株主が把握できず、記載することがで

きませんので、直前の基準日である平成20年３月31日の株主名簿により記載しております。

① 【発行済株式】

平成20年３月31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)
(自己保有株式)
普通株式 

1,132,000
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

73,145,000
73,145 ―

単元未満株式
普通株式

322,875
― ―

発行済株式総数 74,599,875― ―

総株主の議決権 ― 73,145 ―

(注)　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式824株が含まれております。
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② 【自己株式等】

平成20年３月31日現在

所有者の氏名
または名称

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(％)

(自己保有株式)
日本トムソン株式会社

東京都港区高輪２－19－191,132,000― 1,132,0001.51

計 ― 1,132,000― 1,132,0001.51

(注)　株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式数が1,000株(議決権１個)あります。

なお、当該株式数は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄に含めております。

　

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成20年
４月 ５月 ６月

最高 (円) 738 788 810

最低 (円) 582 648 651

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりでありま

す。

　役職の異動

新役名および職名 旧役名および職名 氏名 異動年月日

取締役
(技術センター所長)

取締役
(技術センター所長兼

技術部長)
田中　一彦 平成20年７月21日

　

　

　

EDINET提出書類

日本トムソン株式会社(E01631)

四半期報告書

14/27



第５ 【経理の状況】

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。

　

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、当第１四半期連結累計期間(平成20年４月　

１日から平成20年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、監査法人トーマツにより四半期レ

ビューを受けております。
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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１四半期連結会計期間末
(平成20年6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20年3月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 14,632 14,804

受取手形及び売掛金 13,031 13,199

製品 ※１
 13,884

※１
 13,850

原材料 5,389 5,354

仕掛品 7,731 7,389

その他 2,766 2,709

貸倒引当金 △35 △36

流動資産合計 57,400 57,272

固定資産

有形固定資産 ※２
 16,820

※２
 16,743

無形固定資産 313 340

投資その他の資産

投資有価証券 7,910 7,242

その他 3,222 3,214

貸倒引当金 △51 △51

投資その他の資産合計 11,081 10,405

固定資産合計 28,215 27,489

資産合計 85,615 84,761

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 10,220 9,912

短期借入金 884 981

1年内償還予定の転換社債 7,586 7,586

未払法人税等 1,143 1,663

役員賞与引当金 102 81

その他 4,777 4,231

流動負債合計 24,713 24,455

固定負債

退職給付引当金 731 679

役員退職慰労引当金 251 356

その他 398 264

固定負債合計 1,381 1,301

負債合計 26,095 25,757
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年6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20年3月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 9,532 9,532

資本剰余金 12,886 12,886

利益剰余金 37,330 36,579

自己株式 △1,246 △1,246

株主資本合計 58,503 57,752

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,657 1,136

為替換算調整勘定 △640 115

評価・換算差額等合計 1,016 1,252

純資産合計 59,520 59,004

負債純資産合計 85,615 84,761
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(2) 【四半期連結損益計算書】
　　【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間
(自 平成20年4月1日
 至 平成20年6月30日)

売上高 13,168

売上原価 8,342

売上総利益 4,825

販売費及び一般管理費 ※１
 2,740

営業利益 2,084

営業外収益

受取利息 29

受取配当金 75

為替差益 34

その他 22

営業外収益合計 161

営業外費用

支払利息 10

売上割引 17

その他 5

営業外費用合計 33

経常利益 2,213

税金等調整前四半期純利益 2,213

法人税等 ※２
 874

四半期純利益 1,338
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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１四半期連結累計期間
(自　平成20年4月1日
 至　平成20年6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 2,213

減価償却費 739

引当金の増減額（△は減少） △32

受取利息及び受取配当金 △105

支払利息 10

売上債権の増減額（△は増加） 29

たな卸資産の増減額（△は増加） △831

仕入債務の増減額（△は減少） 177

未払費用の増減額（△は減少） 600

その他 △147

小計 2,654

利息及び配当金の受取額 105

利息の支払額 △10

法人税等の支払額 △1,267

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,481

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 800

有形固定資産の取得による支出 △973

その他 △32

投資活動によるキャッシュ・フロー △206

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） 158

配当金の支払額 △555

その他 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △397

現金及び現金同等物に係る換算差額 △249

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 627

現金及び現金同等物の期首残高 14,004

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１
 14,632
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【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１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

会計方針の変更

（1）重要な資産の評価基準および評価方法の変更

　　たな卸資産

　　　「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成18年７月５日　企業会計基準第９号）を当第

１四半期連結会計期間より適用し、通常の販売目的で保有するたな卸資産については、主として総平均法によ

る原価法から、主として総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)に変更しております。

　これによる損益に与える影響は軽微であります。

　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。　

（2）「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

　　　「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」(企業会計基準委員会　平成18年５

月17日　実務対応報告第18号)を当第１四半期連結会計期間より適用し、連結決算上必要な修正を行っておりま

す。

　これによる損益に与える影響は軽微であります。

  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。

　

【簡便な会計処理】

　

当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

固定資産の減価償却費の算定方法

固定資産の年度中の取得、売却または除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額を期間按分する

方法によっております。

　なお、定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法

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】

　

当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

税金費用の計算

当連結会計年度の税金等調整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、税金等調

整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を採用しております。
 
　

【追加情報】

当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

平成20年度の法人税法改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、固定資産の耐用年数の見積りの変更を実施

しました。

　これによる損益に与える影響は軽微であります。

　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。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

※１  製品には商品418百万円を含めております。 ※１  製品には商品386百万円を含めております。

※２　有形固定資産の減価償却累計額　　50,911百万円※２　有形固定資産の減価償却累計額　　50,257百万円

　

(四半期連結損益計算書関係)

　

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 至　平成20年６月30日)

※１　販売費及び一般管理費の主なものは次のとおりであります。

従業員給与　 958百万円

福利厚生費　 162百万円

荷造運搬費 194百万円

賃借料 134百万円

※２　法人税等調整額は、「法人税等」に含めて表示しております。

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 至　平成20年６月30日)

※１　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

現金及び預金　　 14,632百万円

現金及び現金同等物 14,632百万円
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(株主資本等関係)

当第１四半期連結会計(累計)期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 当第１四半期連結会計期間末

普通株式(株) 74,599,875

　

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類 当第１四半期連結会計期間末

普通株式(株) 1,132,404

　

　
３　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
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

平成20年６月27日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 587 8.00平成20年３月31日 平成20年６月30日

　
　(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効

力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

　　　該当事項はありません。

　

(リース取引関係)

所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取引に係る方法に準じて処理を行っ

ておりますが、当四半期連結会計期間におけるリース取引残高は前連結会計年度末に比べて著しい変

動が認められないため、記載しておりません。

　

(有価証券関係)

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較して著しい

変動がありません。

　

(デリバティブ取引関係)

デリバティブ取引の四半期連結会計期間末の契約額等は、前連結会計年度の末日と比較して著しい

変動がありません。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当社グループは、軸受等ならびに諸機械部品の製造・販売を単一の事業として運営しているため、該当が

ありません。

　

【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

　

日本
(百万円)

北米　
(百万円)

欧州
(百万円)

計
(百万円)

消去または
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

10,432 1,217 1,518 13,168 ― 13,168

　(2) セグメント間の
　　　内部売上高または振替高

1,924 0 7 1,932 (1,932) ―

計 12,357 1,217 1,526 15,100(1,932)13,168

営業利益 1,666 140 147 1,953 131 2,084

(注) １　国または地域の区分は、地理的な近接度によっております。

２　各区分に属する主な国または地域

(1) 北米…米国

(2) 欧州…オランダ、ドイツ、イギリス、スペイン

３　　「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」の「会計処理の変更」に記載のとお

り、「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会　平成18年７月５日　企業会計基準第９号)を

当第１四半期連結会計期間より適用し、評価基準については、主として総平均法による原価法から、主として

総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)に変更しております。

　この変更に伴う営業利益へ与える影響は軽微であります。

４　　「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」の「会計処理の変更」に記載のとお

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」(企業会計基準委員会　平成

18年５月17日　実務対応報告18号)を当第１四半期連結会計期間より適用し、連結決算上必要な修正を行って

おります。

　この変更に伴う営業利益へ与える影響は軽微であります。

５　　「追加情報」に記載のとおり、平成20年度の法人税法改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、固定資産

の耐用年数の見積りの変更を実施しました。

　この変更に伴う営業利益へ与える影響は軽微であります。

　

【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

　

米州 欧州 アジア他 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 1,437 1,548 1,965 4,950

Ⅱ　連結売上高(百万円) ― ― ― 13,168

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

10.9 11.8 14.9 37.6

(注) １　国または地域の区分は、地理的な近接度によっております。

２　各区分に属する主な国または地域

(1) 米州…米国、カナダ、中南米

(2) 欧州…オランダ、ドイツ、イギリス、スペイン

(3) アジア他…シンガポール、中国、台湾、中近東

３　海外売上高は、当社グループの本邦以外の国または地域における売上高であります。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

810円16銭 803円41銭

　

(注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 59,520 59,004

普通株式に係る純資産額(百万円) 59,520 59,004

普通株式の発行済株式数(株) 74,599,875 74,599,875

普通株式の自己株式数(株) 1,132,404 1,132,824

１株当たり純資産額の算定に用いられた
普通株式の数(株)

73,467,471 73,467,051

２　１株当たり四半期純利益および潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日  至　平成20年６月30日)

１株当たり四半期純利益 18円22銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 16円44銭

　

(注)　１株当たり四半期純利益および潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

項目
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(百万円) 1,338

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(百万円) 1,338

普通株式の期中平均株式数(株) 73,467,178

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に用いられた
四半期純利益調整額(百万円)

―

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に用いられた
普通株式増加数(株)
　第１回無担保転換社債

7,968,487

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定
に含まれなかった潜在株式について前連結会計年度末から重要な変動がある
場合の概要

―
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(重要な後発事象)

当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日  至　平成20年６月30日)

当社は、平成20年７月14日開催の取締役会の決議に基づいて、会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却　　　を

以下のとおり実施いたしました。

１　消却する株式の種類　　　　　　　　普通株式

２　消却する株式の数　　　　　　　　　1,100,000株

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  消却前の発行済株式総数の1.47％

３　消却日                        　  平成20年７月28日

　

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成20年８月６日

日本トムソン株式会社

取締役会　御中

　

監査法人　トーマツ

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　國　　井　　泰　　成　　㊞

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　京　嶋　　清　兵　衛　　㊞

　

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」に掲げられている日本

トムソン株式会社の平成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１四半期連結累計期間

(平成20年４月１日から平成20年６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、日本トムソン株式会社及び連結子会社の平成

20年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッ

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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