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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 23,451 ― 1,237 ― 1,487 ― 910 ―

20年3月期第1四半期 22,253 5.4 1,887 8.8 2,121 8.4 1,232 14.1

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 16.70 ―

20年3月期第1四半期 22.57 ―

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 109,996 66,354 58.9 1,188.02
20年3月期 112,468 65,880 57.1 1,178.32

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  64,754百万円 20年3月期  64,227百万円

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 ― 7.00 ― 7.00 14.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 8.00 ― 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  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

第2四半期連結累計期間 53,000 ― 4,400 ― 4,600 ― 2,600 ― 47.70
通期 108,000 0.6 9,000 2.2 9,600 0.8 5,400 7.7 99.07

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  無  

(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13日発表の通期連結業績予想を修正しておりません。上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後のさ
まざまな要因によって異なる結果となる可能性があります。 
２．当連結会計年度より「四半期税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 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  56,554,009株 20年3月期  56,554,009株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  2,047,360株 20年3月期  2,046,041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  54,507,337株 20年3月期第1四半期  54,608,354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１四半期のわが国経済は、原油・原材料価格の高騰や輸出の鈍化などで、一部に企業業績の増勢基調に陰りが

見え始め、海外におきましては、米国経済の減速に加え、新興国でのインフレの進行など先行きの不透明感を払拭で

きない状況が懸念されました。 

当社グループの需要先業界であります素材・素形材産業におきましては、国内では、自動車、産業機械関連など

の幅広い分野で生産体制の増強や更新による設備需要が継続し、海外につきましては、北米市場は低調でしたが、

新規の設備投資を中心に需要の伸びが著しい欧州に加えて、アジアでの底堅い設備需要に支えられました。 

  こうした状況の下、受注・売上の拡大に努めまして、当第１四半期の受注高は、３２，７５９百万円（前年同四

半期比１０．６％増）、売上高は、２３，４５１百万円（同５．４％増）となり、受注残高は、５１，６２６百万円

（同２１．０％増）となりました。 

収益面につきましては、営業利益は鋳造分野での原価率の上昇などで、１，２３７百万円（同３４．４％減）と

なり、経常利益は受取配当金などで、１，４８７百万円（同２９．９％減）となりました。 

四半期純利益につきましては、法人税等の税負担などで、９１０百万円（同２６．１％減）の計上となりました。 

主要な分野別の売上・収益状況につきましては、鋳造分野の売上高が欧州などで引き続き堅調に推移して 

７，６５８百万円（同１０．５％増）となりましたが、営業利益につきましては、外注・調達コストの上昇を原価

改善努力で補えず、５１０百万円（同４６．３％減）となりました。 

表面処理分野および同分野の装置に使用する投射材・研磨材は、ともに需要が伸長いたしまして、売上高は、そ

れぞれ４，５９１百万円（同６．０％増）および５，５８８百万円（同１５．６％増）となり、また、営業利益に

つきましては、表面処理分野がコスト管理の強化などで４１９百万円（同３．３％増）、投射材・研磨材は生産の合

理化と増収効果等により、５１８百万円（同６１．８％増）となりました。 

環境関連分野の売上高は、大型のＶＯＣガス浄化装置の一服感があり、３，１０３百万円（同３．０％減）と

なり、営業利益につきましては、同装置の売上減により、２４９百万円（同２７．５％減）となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期末の総資産は、受取手形および売掛金の減少ならびに有価証券の減少などにより、前期末に比べて

２，４７２百万円減少し、１０９，９９６百万円となりました。負債は、社債の減少ならびに未払法人税等の減少

などにより、前期末に比べて２，９４５百万円減少し、４３，６４１百万円となりました。 

また、純資産は、利益剰余金の増加などにより、前期末に比べて４７３百万円増加し、６６，３５４百万円とな

りました。 

（キャッシュ・フローについて） 

当第１四半期末における現金及び現金同等物は、前期末に比べて１，９２８百万円減少し、１６，９９０百万円

となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益の計上および売上債権の減少に伴う資金の増

加などにより、棚卸資産の増加、法人税の支払などもありましたが、２０５百万円の収入となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資に伴う有形固定資産の取得および投資有価証券の取得などによ

り、２２９百万円の支出となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の償還などにより、１，７１４百万円の支出となりました。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

平成２１年３月期の業績予想につきましては、平成２０年５月１３日に公表いたしました業績予想に変更はあ

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 

① 棚卸資産の評価方法 

当第 1 四半期連結会計期間末の棚卸高の算出については、実地棚卸を省略し、前連結会計年度の実地棚

卸を基礎として、合理的な方法により算出する方法によっております。 

また、棚卸資産の簿価切下げについては、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、売却及び除却等の見積りを考慮した予算を策定しているため、当該予算に基

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。 

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 

法人税等の納付税額は、主として重要な加減算項目や税額控除項目に限定して算定しております。 

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、前連結会計年度末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。 

（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棚卸資産の評価基準及び評価方法 

棚卸資産について、従来、主として総平均法による原価法によっておりましたが、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」（企業会計基準第９号 平成１８年７月５日）が適用された

ことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法）により算定しております。 

これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 

     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 

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」（実務対応報告第１８号 平成１８年５月１７日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

これにより、期首の利益剰余金が６６百万円増加し、また、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６百万円増加しております。 
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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：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 13,165 11,663

受取手形及び売掛金 34,690 36,820

有価証券 4,367 7,871

製品 1,312 1,402

半製品 183 188

原材料 2,200 1,770

仕掛品 9,533 7,943

その他 3,341 3,495

貸倒引当金 △189 △194

流動資産合計 68,606 70,963

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,506 6,699

機械装置及び運搬具（純額） 4,131 4,272

土地 4,558 4,635

その他（純額） 982 833

有形固定資産合計 16,179 16,441

無形固定資産 472 539

投資その他の資産   

投資有価証券 21,303 21,030

その他 3,512 3,592

貸倒引当金 △79 △98

投資その他の資産合計 24,737 24,524

固定資産合計 41,389 41,505

資産合計 109,996 112,468

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 19,414 20,109

短期借入金 2,761 2,668

1年内償還予定の社債 － 1,500

未払法人税等 396 1,986

賞与引当金 1,004 1,984

役員賞与引当金 28 97

プラント保証引当金 563 567

受注損失引当金 111 117

その他 10,987 9,288

流動負債合計 35,268 38,321

固定負債   

社債 2,500 2,500

長期借入金 409 427

退職給付引当金 2,231 2,123

役員退職慰労引当金 164 153

環境安全対策引当金 330 333

その他 2,737 2,729

固定負債合計 8,373 8,266

負債合計 43,641 46,587
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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 5,752 5,752

資本剰余金 6,248 6,248

利益剰余金 49,854 49,258

自己株式 △1,134 △1,133

株主資本合計 60,719 60,125

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,896 4,339

為替換算調整勘定 △861 △237

評価・換算差額等合計 4,035 4,101

少数株主持分 1,599 1,653

純資産合計 66,354 65,880

負債純資産合計 109,996 112,468
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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 23,451

売上原価 17,301

売上総利益 6,150

販売費及び一般管理費 4,912

営業利益 1,237

営業外収益  

受取利息 47

受取配当金 186

負ののれん償却額 2

持分法による投資利益 28

その他 70

営業外収益合計 334

営業外費用  

支払利息 38

その他 45

営業外費用合計 84

経常利益 1,487

特別利益  

投資有価証券売却益 14

その他 0

特別利益合計 14

特別損失  

投資有価証券評価損 6

その他 0

特別損失合計 7

税金等調整前四半期純利益 1,495

法人税、住民税及び事業税 122

法人税等調整額 437

法人税等合計 559

少数株主利益 24

四半期純利益 910
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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 1,495

減価償却費 480

負ののれん償却額 △2

賞与引当金の増減額（△は減少） △978

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △69

受注損失引当金の増減額（△は減少） △0

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8

退職給付引当金の増減額（△は減少） 108

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 10

未払役員退職慰労金の増減額（△は減少） △232

環境安全対策引当金の増減額（△は減少） △3

受取利息及び受取配当金 △233

支払利息 38

持分法による投資損益（△は益） △28

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） △7

売上債権の増減額（△は増加） 1,763

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,203

仕入債務の増減額（△は減少） △362

未払消費税等の増減額（△は減少） △31

前受金の増減額（△は減少） 1,427

その他 561

小計 1,723

利息及び配当金の受取額 249

利息の支払額 △49

法人税等の支払額 △1,717

営業活動によるキャッシュ・フロー 205

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △0

定期預金の払戻による収入 50

有価証券の償還による収入 29

有形固定資産の取得による支出 △662

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 △203

投資有価証券の売却及び償還による収入 615

貸付金の回収による収入 2

無形固定資産の取得による支出 △11

その他 △57

投資活動によるキャッシュ・フロー △229

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） 244

長期借入金の返済による支出 △35

社債の償還による支出 △1,501

自己株式の取得による支出 △1

配当金の支払額 △381

少数株主への配当金の支払額 △37

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,714

現金及び現金同等物に係る換算差額 △190

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,928

現金及び現金同等物の期首残高 18,918

現金及び現金同等物の四半期末残高 16,990
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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 

 該当事項はありません。 

（５）セグメント情報 

ａ．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（平成20年４月１日～平成20年６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 

 当連結グループ製品は、各分野にわたって販売されており、事業区分は下記のとおり区分した。 

２.会計処理の方法の変更 

 「４．その他（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」に記載のと

おり、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」（実務対応報告第18号 平成18年5月17日）を適用している。この変更に伴い、従来の方法によった場合

に比べて、営業利益が、鋳造分野で6百万円増加した。 

  

  
鋳造分野 

（百万円） 

表面処理 
分  野 

（百万円） 

環境関連 
分  野 

（百万円） 

物流分野 
（百万円） 

メカトロ 
関連分野 

（百万円） 

 投射材・ 
研磨材 

（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 
7,658 4,591 3,103 1,202 696 5,277 922 23,451 － 23,451 

(2)セグメント間の内

部売上高又は振

替高 

－ － － － － 310 569 880 (880) － 

計 7,658 4,591 3,103 1,202 696 5,588 1,492 24,332 (880) 23,451 

営業利益 

(△は営業損失) 
510 419 249 △202 0 518 △5 1,490 (253) 1,237 

事業区分 主要製品名 

鋳造分野 鋳型造型装置、Ｖプロセス装置、鋳物砂処理装置、鋳造用ショットブラストマ

シン、鋳造分野部分品 等 

表面処理分野 ショットブラストマシン、エアーブラストマシン、プラスチックディフラッシ

ャー、ショットピーニングマシン、バレル研磨機、表面処理分野部分品 等 

環境関連分野 集塵装置、粉粒体処理装置、脱臭装置、消音装置、廃水処理装置、排ガス処理

装置、溶融・飛灰処理システム、環境関連分野部分品 等 

物流分野 昇降装置、グラビティコンベア、搬送システム 等 

メカトロ関連分野 液晶パネル製造装置、同自動ライン（供給・搬送装置含む）、ハンドリングロ

ボット、サーボシリンダー、検査・計測装置、電子部品組立装置、コントロー

ラー、メカトロ関連分野部分品 等 

投射材・研磨材 投射材、研磨材、耐摩耗材 等 

その他 ブラスト工事、成形装置、型、設計、セラミックス部品 等 
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ｂ．所在地別セグメント情報 

当第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日～平成20年６月30日） 

（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1)北アメリカ…………アメリカ 

(2)ヨーロッパ…………ドイツ 

(3)アジア………………中国、台湾 

(4)南アメリカ…………ブラジル 

３．会計処理の方法の変更 

 「４．その他（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」に記載のと  

おり、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」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用している。この変更に伴い、従来の方法によった場合に

比べて、営業利益が北アメリカで６百万円、ヨーロッパで０百万円それぞれ増加した。 

  

ｃ．海外売上高 

当第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日～平成20年６月30日） 

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

２．各区分に属する主な国又は地域 

(1)北アメリカ…………アメリカ・カナダ 

(2)ヨーロッパ…………ドイツ・ロシア 

(3)アジア………………中国・台湾 

(4)その他の地域………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る。 

  

  

（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。 

  
日本 

（百万円）
北アメリカ 
（百万円） 

ヨーロッパ
（百万円）

アジア 
（百万円）

南アメリカ
（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 

18,553 779 2,121 1,144 853 23,451 － 23,451 

(2)セグメン

ト間の内

部売上高

又は振替

高 

235 2 34 233 － 506 (506) － 

計 18,789 781 2,156 1,378 853 23,958 (506) 23,451 

営業利益 

(△は営業損失) 
1,444 △118 120 119 34 1,602 (364) 1,237 

  北アメリカ ヨーロッパ アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 910 2,038 2,490 871 6,311 

Ⅱ 連結売上高（百万円）         23,451 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
3.9 8.7 10.6 3.7 26.9 
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「参考資料」

      前第１四半期連結累計期間 （平成19年4月1日～平成19年6月30日）

科                 目

％

Ⅰ 売上高 22,253 100.0

Ⅱ 売上原価 15,756 70.8

売上総利益 6,496 29.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 4,608 20.7

営業利益 1,887 8.5

Ⅳ 営業外収益 341 1.5

Ⅴ 営業外費用 107 0.5

経常利益 2,121 9.5

Ⅵ 特別利益 0 0.0

Ⅶ 特別損失 11 0.0

2,111 9.5

817 3.7

0 0.0

62 0.3

1,232 5.5

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

前年同四半期

少数株主利益

四半期純利益

金額（百万円）

税金等調整前四半期純利益

法人税、住民税及び事業税

（平成20年３月期第１四半期）

百分比

法人税等調整額
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（２）　（要約）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 （平成19年4月1日～平成19年6月30日）

税金等調整前四半期純利益 2,111

減価償却費 467

賞与引当金の増減額（減少は△） △ 917

受取利息及び受取配当金 △ 219

売上債権の増減額（増加は△） 300

たな卸資産の増減額（増加は△） △ 2,927

仕入債務の増減額（減少は△） △ 546

その他 1,010

　小計 △ 721

利息及び配当金の受取額 270

利息の支払額 △ 50

法人税等の支払額 △ 2,376

△ 2,877

有形固定資産の取得による支出 △ 608

無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 △ 421

投資有価証券の売却等による収入 423

その他 120

△ 478

短期借入金の純増減額（減少は△） 370

配当金の支払額 △ 355

その他 △ 50

△ 35

Ⅳ    現金及び現金同等物に係る換算差額 8

Ⅴ    現金及び現金同等物の増減額（減少は△） △ 3,382

Ⅵ    現金及び現金同等物の期首残高 15,719

Ⅶ    現金及び現金同等物の四半期末残高 12,336

前年同四半期

区分

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

（平成20年３月期第１四半期）

　　財務活動によるキャッシュ・フロー

金額（百万円）

　　営業活動によるキャッシュ・フロー

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

　　投資活動によるキャッシュ・フロー

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー
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（３）セグメント情報

１．事業の種類別セグメント情報

前第１四半期連結累計期間 （平成19年4月1日～平成19年6月30日）

鋳   造 表面処理 物   流 メカトロ そ の 他 計 連  結

分   野 分   野 分   野 関連分野 　

Ⅰ.売上高及び営業損益  

 売上高

(1)外部顧客に対する 6,927 4,331 1,836 518 1,031 22,253 22,253

   売上高

(2)セグメント間の内部 － － 0 － 425 853 －

   売上高又は振替高

計 6,927 4,331 1,836 518 1,456 23,106 22,253

 営業費用 5,976 3,924 1,741 509 1,431 20,956 20,365

 営業利益 951 406 94 8 24 2,149 1,887

２．所在地別セグメント情報

前第１四半期連結累計期間 （平成19年4月1日～平成19年6月30日）

区             分 北アメリカ ヨーロッパ 南アメリカ 計 連結

Ⅰ．売上高及び営業損益

 売    上    高

 (1)外部顧客に対する売上高 1,651 1,090 860 22,253 22,253

 (2)セグメント間の内部売上高 14 131 － 1,280 －

    又は振替高

計 1,666 1,222 860 23,533 22,253

　営  業  費  用 1,628 1,135 851 21,342 20,365

　営  業  利  益 38 86 8 2,190 1,887

３．海  外  売  上  高

前第１四半期連結累計期間 （平成19年4月1日～平成19年6月30日）

区             分

 Ⅰ．海外売上高

 Ⅱ．連結売上高

 Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の割合

590)(   

16,728 998 977)(   

1,064 1,280)( 

179

4,515

区            分

3.6%12.1%

北アメリカ

2,138

9.6%

17,766

954

18,720

1,991

環境関連

分   野

3,051

147

3,199

343

日本

2,855

303)(   

投射材・

研磨材

4,556

279

4,835

320

アジア

884

65

2,687

消    去

又は全社

－

853)(   

853)(   

262)(   

消去又は全社

－

1,280)( 

5.6%

計

6,873

22,253

30.9%

その他の地域ヨーロッパ

1,244 804

アジア
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