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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6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 ％

21年3月期第1四半期 9,342 ― 522 ― 355 ― 187 ―
20年3月期第1四半期 8,338 △1.0 750 43.3 723 27.2 527 125.8

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1四半期 14.56 ―
20年3月期第1四半期 41.34 41.16

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1四半期 32,389 12,035 37.2 935.50
20年3月期 31,964 12,018 37.6 934.12

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  12,035百万円 20年3月期  12,018百万円

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 ― 10.00 18.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 12.00 ― 12.00 24.00

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） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

第2四半期連結累計期間 20,500 14.8 1,250 △11.4 1,100 △20.8 600 △35.7 46.64
通期 43,000 9.7 3,300 8.4 3,200 13.9 1,890 10.9 146.90

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）平成２０年５月９日公表の業績予想は、第２四半期連結累計期間を本日平成２０年７月３０日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」において修正しております。
（２）当資料に記載の業績予想は、現在入手している情報による判断及び仮定に基づいた予想であり、リスクや不確実性を含んでいます。実際の業績は、今後様々な要
因により、これら業績予想とは大きく異なる結果となる可能性があります。 
（３）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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  12,938,639株 20年3月期  12,938,639株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  73,004株 20年3月期  73,004株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  12,865,635株 20年3月期第1四半期  12,750,800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１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、原材料価格高騰に伴うコスト増を主因として

企業収益は急速に落ち込み感が見られました。
　主要販売先である自動車業界は、新興国向け市場の拡大があるものの、米国ではガソリン価格の
高騰を受け燃費の悪い大型車が販売不振となる一方で、中、小型車やハイブリッド車など低燃費車
の販売が好調になるなど需要が変化してきております。 
　このような状況の中、当社グループは、本年４月より開始した第二次中期経営計画に基づき、成
長戦略の推進による更なる飛躍に向けて、得意分野への一段の集中を推し進めてまいりました。 
　当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高93億42百万円（前年同期は83億38百万円）、営業利
益５億22百万円（前年同期は７億50百万円）、経常利益３億55百万円（前年同期は７億23百万円）、
四半期純利益１億87百万円（前年同期は５億27百万円）となりました。 
セグメント別の動向は、次のとおりです。 
　エンジン部品事業は、戦略製品であるコネクティングロッド、シリンダーヘッドへの選択と集中
を推し進めた受注活動の結果、売上高71億８百万円となりました。収益面では、北米向けの売上が
減少した影響等により、営業利益３億52百万円となりました。 
　工作機械事業は、専用工作機とワイヤソーを含めております。 
太陽電池市場の拡大により、昨年より販売を開始した太陽電池向けワイヤソーが売上を伸ばした結
果、売上高14億43百万円、営業利益２億37百万円となりました。 
　環境機器事業は、主力の浄化槽用エアーポンプでは新製品の省エネポンプが順調に販売を拡大し
た結果、売上高５億23百万円、営業利益39百万円となりました。 
　検査測定装置ほかの事業は、主力製品である半導体検査測定装置が、顧客である国内半導体製造
メーカーの設備投資が依然低水準であることから、売上高２億67百万円、営業損失15百万円となり
ました。 

2. 連結財政状態に関する定性的情報
当第１四半期連結会計期間末の総資産は323億89百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億25百万円

（1.3％）増加いたしました。 

（流動資産） 
 当第１四半期連結会計期間末における流動資産の残高は178億25百万円で、前連結会計年度末に比べ２億73
百万円（1.6％）増加いたしました。 
 この増加の主な要因は、受取手形の決済が進んだこと等で売上債権が減少（４億21百万円）しましたが、現
金及び預金が増加（１億76百万円）したこと及びエンジン部品事業と工作機械事業の受注残高の増加等に伴
うたな卸資産が増加（５億49百万円）したこと等によるものであります。 
（固定資産） 
 当第１四半期連結会計期間末における固定資産の残高は145億63百万円となり、前連結会計年度末に比べ１
億51百万円（1.1％）増加いたしました。 
 この増加の主な要因は、当第１四半期連結会計期間末における投資有価証券の時価評価額の増加等により、
投資その他の資産が増加（79百万円）していること及びエンジン部品の新規受注対応等を目的として設備投
資を行ったこと等により有形固定資産が増加（63百万円）したことによるものです。
（流動負債） 
 当第１四半期連結会計期間末における流動負債の残高は121億56百万円で前連結会計年度末に比べ１億89百
万円（1.6％）増加いたしました。 
 この増加の主な要因は、未払法人税等の減少（９億６百万円）及び賞与引当金の減少（３億48百万円）等が
ありましたが、仕入債務の増加（４億11百万円）及び未払金の増加（９億40百万円）等によるものでありま
す。
（固定負債） 
 当第１四半期連結会計期間末における固定負債の残高は81億97百万円で前連結会計年度末に比べ２億18百万
円（2.7％）増加いたしました。
 この増加の主な要因は、長期借入金の増加（２億38百万円）等によるものであります。 
（純資産） 
 当第１四半期連結会計期間末における純資産の残高は120億35百万円となり前連結会計年度末に比べ17百万
円（0.1％）増加いたしました。
 この増加の主な要因は、当第１四半期連結会計期間に利益剰余金が増加（49百万円）したことによるもので
あります。 
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キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 
  当社グループの資金状況については、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の
期末残高は前連結会計年度末に比べ１億76百万円増加し25億72百万円となりました。 
　営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増加により５億83百万円減少しましたが、
税金等調整前四半期純利益が３億79百万円、減価償却費が６億47百万円、売上債権の減少が３億93
百万円、仕入債務の増加が４億30百万円、その他増加要因により、営業収入が16億75百万円となり
ました。また、法人税等の支払により９億44百万円減少したことなどで、営業活動によるキャッシ
ュ・フローにおいて収入が７億46百万円となりました。 
　投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得により４億77百万円、長期前払費用
の取得により43百万円それぞれ減少したことなどにより、投資活動によるキャッシュ・フローにお
いて支出が６億53百万円となりました。 
　財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入により５億24百万円増加しましたが、長期借入
金返済で２億88百万円、配当金の支払で１億28百万円それぞれ減少したことで、財務活動によるキ
ャッシュ・フローにおいて収入が１億６百万円となりました。 

3. 連結業績予想に関する定性的情報
第１四半期の連結業績を踏まえ、平成20年5月9日に発表した第２四半期累計期間の業績予想を

修正しております。 
なお、通期の連結業績予想は、工作機械事業の一部である太陽電池向けワイヤソーの受注が、太陽
電池市場の拡大により商談の引き合いが活発となり、期初予想を上回る売上が見込めることから、
エンジン部品事業等の売上と利益の落ち込みをカバーする見通しのため、通期の連結業績予想は今
回修正せず据え置いております。 

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
①たな卸資産の評価方法 

　当第１四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度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。 

　また、たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下げを行う

方法によっております。 

②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、売却又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。

ただし、生産設備については、当第１四半期連結会計期間の取得、売却又は除却等の実績に基づき減価償却費を計上しております。

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。 

③法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

　連結財務諸表における重要性が乏しい連結会社については、四半期財務諸表における税金費用の計算にあたり、税引前四半期純利

益に、前年度の損益計算書における税効果会計適用後の法人税等の負担率を乗じて計算する方法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
①四半期財務諸表に関する会計基準等の適用

　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棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

　「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

間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（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。 

　この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益、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

61,276千円減少しております。 

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

　「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から適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

　この結果、従来の方法によった場合に比べて、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1,142千円減少して

おります。
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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：千円）

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 3,064,620 2,888,345

受取手形及び売掛金 8,445,740 8,867,088

製品 1,037,585 1,027,598

原材料 797,692 625,808

仕掛品 2,518,481 2,147,159

貯蔵品 453,332 456,892

繰延税金資産 319,443 498,726

未収入金 918,913 752,323

その他 282,592 320,796

貸倒引当金 △12,649 △32,268

流動資産合計 17,825,752 17,552,470

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 8,252,657 8,232,046

減価償却累計額 △5,003,231 △4,948,277

建物及び構築物（純額） 3,249,425 3,283,769

機械装置及び運搬具 20,314,145 20,237,533

減価償却累計額 △14,718,472 △14,410,295

機械装置及び運搬具（純額） 5,595,673 5,827,237

工具、器具及び備品 6,605,968 6,471,451

減価償却累計額 △5,611,924 △5,500,454

工具、器具及び備品（純額） 994,043 970,997

土地 1,909,444 1,931,107

建設仮勘定 603,178 275,262

有形固定資産合計 12,351,765 12,288,375

無形固定資産

その他 120,871 112,142

無形固定資産合計 120,871 112,142

投資その他の資産

投資有価証券 824,003 746,303

繰延税金資産 12,012 11,961

その他 1,277,302 1,275,298

貸倒引当金 △22,075 △22,100

投資その他の資産合計 2,091,243 2,011,462

固定資産合計 14,563,879 14,411,979

資産合計 32,389,632 31,964,450
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（単位：千円）

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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,907,657 5,495,962

短期借入金 2,416,848 2,419,791

未払金 3,176,458 2,236,075

未払法人税等 47,237 953,344

賞与引当金 228,459 576,610

役員賞与引当金 11,100 44,400

設備関係支払手形 81,266 13,901

その他 287,665 227,375

流動負債合計 12,156,691 11,967,461

固定負債

長期借入金 7,658,560 7,420,115

繰延税金負債 441,237 461,270

退職給付引当金 47,416 48,547

役員退職慰労引当金 36,975 33,600

その他 12,925 15,349

固定負債合計 8,197,114 7,978,882

負債 20,353,806 19,946,343

純資産の部

株主資本

資本金 2,142,256 2,142,256

資本剰余金 2,114,881 2,114,881

利益剰余金 7,598,577 7,549,283

自己株式 △26,862 △26,862

株主資本合計 11,828,853 11,779,558

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 292,879 230,196

為替換算調整勘定 △85,906 8,351

評価・換算差額等合計 206,973 238,548

純資産合計 12,035,826 12,018,107

負債純資産合計 32,389,632 31,964,450
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(2) 【四半期連結損益計算書】

（単位：千円）

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 9,342,901

売上原価 8,140,000

売上総利益 1,202,901

販売費及び一般管理費

販売手数料 22,958

広告宣伝費 8,244

荷造及び発送費 154,195

貸倒引当金繰入額 178

給料手当及び福利費 231,595

役員報酬 44,860

賞与引当金繰入額 30,059

役員賞与引当金繰入額 11,100

退職給付費用 8,615

役員退職慰労引当金繰入額 2,375

減価償却費 19,061

その他 147,005

販売費及び一般管理費合計 680,249

営業利益 522,651

営業外収益

受取利息 1,145

受取配当金 243

受取賃貸料 5,883

助成金収入 25,797

その他 5,491

営業外収益合計 38,561

営業外費用

支払利息 35,468

為替差損 118,953

その他 51,369

営業外費用合計 205,790

経常利益 355,421

特別利益

投資有価証券売却益 9,110

固定資産売却益 67

貸倒引当金戻入額 19,822

特別利益合計 29,001

特別損失

固定資産売却損 32

固定資産除却損 620

リース解約損 4,614

特別損失合計 5,267

税金等調整前四半期純利益 379,155

法人税、住民税及び事業税 53,288

法人税等調整額 138,549

法人税等合計 191,838

四半期純利益 187,317
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：千円）

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 379,155

減価償却費 647,176

有形固定資産売却損益（△は益） △34

有形固定資産除却損 620

投資有価証券売却損益（△は益） △9,110

貸倒引当金の増減額（△は減少） △19,644

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,609

前払年金費用の増減額（△は増加） 30,653

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,375

賞与引当金の増減額（△は減少） △348,151

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △33,300

為替差損益（△は益） 105,672

助成金収入 △25,797

受取利息及び受取配当金 △1,388

支払利息 35,468

売上債権の増減額（△は増加） 393,149

たな卸資産の増減額（△は増加） △583,757

仕入債務の増減額（△は減少） 430,682

未収消費税等の増減額（△は増加） 30,725

その他 638,040

小計 1,675,145

利息及び配当金の受取額 8,874

利息の支払額 △19,421

助成金の受取額 25,797

法人税等の支払額 △944,162

営業活動によるキャッシュ・フロー 746,233

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加） △2

投資有価証券の取得による支出 △1,750

投資有価証券の売却による収入 19,364

有形固定資産の取得による支出 △477,352

有形固定資産の売却による収入 38,945

無形固定資産の取得による支出 △13,017

長期前払費用の取得による支出 △43,096

貸付金の回収による収入 2,000

その他 △178,380

投資活動によるキャッシュ・フロー △653,290

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 524,258

長期借入金の返済による支出 △288,757

配当金の支払額 △128,656

財務活動によるキャッシュ・フロー 106,845

現金及び現金同等物に係る換算差額 △23,517

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 176,271

現金及び現金同等物の期首残高 2,396,269

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,572,541
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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。

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項なし

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

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)

エンジン
部品(千円)

工作機械
(千円)

環境機器
（千円）

検査測定
装置ほか
(千円)

計
(千円)

消去
又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に

　  対する売上高 7,108,516 1,443,478 523,612 267,293 9,342,901 ― 9,342,901
 (2) セグメント間の内部

　  売上高又は振替高 ― 353,134 16 159,732 512,883 (512,883) ―

計 7,108,516 1,796,612 523,628 427,026 9,855,784 (512,883) 9,342,901

営業利益(又は営業損失) 352,527 237,682 39,763 △15,456 614,516 (91,865) 522,651
（注）１ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 
　 ２ 各事業区分の主要製品    

(1）エンジン部品……コネクティングロッド、シリンダーヘッド、シリンダーブロック、
                      ラッシュアジャスター、カムシャフト、エキゾーストマニホールド他 

 （2）工作機械…………トランスファーマシン、セルマシン等の専用工作機械、ワイヤソー他
 （3）環境機器…………各種エアーポンプ、ディスポーザ他 
 （4）検査測定装置ほか…半導体外観検査装置、レーザセンサ、運送業他
３ 会計処理方針の変更 

　 （棚卸資産の評価に関する会計基準の適用）
当第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」（企業会計基準委員会 平成18年

７月５日 企業会計基準第９号）を適用し、たな卸資産の評価基準を原価法から原価法（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。 
　この変更に伴い、従来の方法と比較して、営業利益はエンジン部品が6,832千円、工作機械が42,954千
円、環境機器が2,749千円それぞれ減少し、営業損失は検査測定装置ほかが8,739千円増加しております。
  (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）

当第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」（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。 
　この変更に伴い、従来の方法と比較して、営業利益はエンジン部品が971千円、環境機器が170千円そ
れぞれ減少しております。
４ 追加情報 

  （有形固定資産の耐用年数の変更） 
当第１四半期連結会計期間より、有形固定資産（機械装置）の耐用年数が10～12年のもの

を９年に変更しております。 
　この変更に伴い、従来の方法と比較して、営業利益はエンジン部品が30,909千円、工作機
械が611千円、環境機器が171千円それぞれ減少し、営業損失は検査測定装置ほかが31千円増
加しております。 

  

【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)

全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が90％を超えるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。
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【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)

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 2,081,593 868,765 2,950,358

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 9,342,901

Ⅲ 連結売上高に占める

　 海外売上高の割合(％)
22.3 9.3 31.6

(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) アジア …………韓国、インドネシア、中国、タイ、シンガポールほか
       (2) その他の地域……アメリカ、オーストラリア、ドイツ、イギリス 
　   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。 
       
(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項なし
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「参考」

前第１四半期に係る財務諸表等

（１）四半期連結損益計算書

前第１四半期連結累計期間

(自 平成19年４月 1日

　至 平成19年6月30日)

科 目 金額(百万円)

Ⅰ 売上高 8,338
Ⅱ 売上原価 6,925
　 売上総利益 1,412
Ⅲ 販売費及び一般管理費 661
　 営業利益 750
Ⅳ 営業外収益 30
　１ 受取利息および配当金 0
　２ その他営業外収益 29
Ⅴ 営業外費用 58
　１ 支払利息および社債利息 15
  ２ その他営業外費用 42

     経常利益 723
Ⅵ 特別利益 177
Ⅶ 特別損失 0
　 税金等調整前四半期純利益 900

　   税金費用 372

　 四半期純利益 527
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（２）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第1四半期連結累計期間

(自 平成19年4月 1日

  至 平成19年6月30日)

区分 金額(百万円)

Ⅰ 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 900
　 減価償却費 489
　 退職給付引当金の増減額（△減少額） 2
　 前払年金費用の増減額(△増加額) △83
　 賞与引当金の増減額(△減少額) 324
　 受取利息及び受取配当金 △0
　 支払利息 15
　 為替差損益（△差益） 33
　 売上債権の増減額（△増加額）  527
　 たな卸資産の増減額(△増加額) △386
　 仕入債務の増減額(△減少額) △250
　 未収消費税等の増減額(△増加額) 107
　 その他 △420
　 小計 1,259
　 利息及び配当金の受取額 7
　 利息の支払額 △15
　 確定拠出年金移行に伴う支払額 △26
　 法人税等の支払額 △570
　 その他 177
　 営業活動によるキャッシュ・フロー 831
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

　 定期預金の純増減額(△増加額) 99
　 有形固定資産の取得による支出額 △505
　 有形固定資産の売却による収入額 △8
　 投資有価証券の取得による支出額 △1
　 その他 △46
　 投資活動によるキャッシュ・フロー △462
Ⅲ 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(△減少額) 200
　 長期借入金の返済による支出額 △414
　 自己株式の売却による収入額 10
　 配当金の支払額 △101
　 財務活動によるキャッシュ・フロー △305
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △1
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(△減少額) 61
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 3,005
Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 3,067

（３）セグメント情報

前第1四半期連結累計期間

(自 平成19年４月１日

至 平成19年６月30日)

エンジン 工作機械 環境機器 検査測定 連結合計

部品(百万円) (百万円) (百万円) 装置ほか(百万円) (百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

　 売上高 6,770 877 452 238 8,338

　 営業利益 737 15 0 △1 750
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