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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

※21年3月期第2四半期の対前年同四半期増減率については、前年同四半期とは適用される会計基準が異なることから「－」としております。 
※潜在株式が存在しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益は記載しておりません。  

(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2四半期 28,518 ― 3,138 ― 3,375 ― 1,792 ―

20年3月期第2四半期 28,413 5.8 3,197 △1.9 3,427 △0.4 2,076 0.0

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2四半期 65.34 ―

20年3月期第2四半期 74.56 ―

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2四半期 63,741 50,858 78.5 1,824.37
20年3月期 64,472 50,219 76.7 1,802.43

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  50,052百万円 20年3月期  49,452百万円

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  

※平成20年9月30日現在の株主に対し、平成20年10月1日付をもって、普通株式1株につき1.2株の割合で株式分割を行いました。上記の1株当たり配当金は、21年3月期の第2
四半期末は分割前の株式を、21年3月期（予想）の期末は分割後の株式をそれぞれ対象としております。  

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 ― 15.00 ― 31.00 46.00
21年3月期 ― 15.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 31.00 46.00

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  有  

※平成20年9月30日現在の株主に対し、平成20年10月1日付をもって、普通株式1株につき1.2株の割合で株式分割を行いました。また、平成20年11月6日から平成21年2月5日
の期間において、100万株もしくは20億円を上限とした自己株の買取を行い、平成21年3月上旬に150万株の自己株の消却を行う予定であります。上記、1株当たり当期純利益は
分割および自己株式の取得と消却を考慮した株式数を元に計算しております。  

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 58,800 0.1 7,100 0.1 7,400 1.3 4,300 0.1 132.00

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  

詳細は、2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） 

詳細は、2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．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々
な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、2ページ「定性的情報・財務諸表等 ３．連結
業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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。 

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2四半期  29,514,240株 20年3月期  29,514,240株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  2,078,577株 20年3月期  2,077,858株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  27,436,035株 20年3月期第2四半期  27,854,264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 

米国のサブプライムローン問題に端を発した金融危機は、その後広く世界に波及し、先進国から途上国まで世界の

実体経済全体に深刻な影響を及ぼしております。かかる状況において、当第２四半期連結累計期間における国内景気

は、輸出は総じて弱含みとなり、また設備投資も、企業が投資計画の先送りをするなど慎重姿勢が強まって、先行き

の不透明感が増してまいりました。 

このようななか、当企業グループの業績は、軸受機器事業につきましては、景気減速感が深まる中、一部市場縮小

の影響を受けているものの、積極的な営業活動と継続的な原価低減活動により、売上と利益の確保に努めました。 

構造機器事業につきましては、公共事業関連の受注環境は依然厳しいなか、徹底したコスト削減・販売価格の見直

し等に努めてまいりましたが、昨今の建設不況による貸倒債権が発生したため、利益の減少を余儀なくされました。

建築機器事業につきましては、ビル向けウィンドーオペレーター・住宅向けブラインドシャッターの売上が減少し

ましたが、環境機器製品のビル向けエコシリーズは外付ブラインドの採用物件増で大幅増加となりました。 

これらの結果、グループ全体での売上高は285億1千8百万円、経常利益は33億7千5百万円となりました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間末の財政状態は以下のとおりであります。 

前連結会計年度末に比べ総資産は7億3千1百万円減少し、純資産が6億3千8百万円増加した結果、自己資本比率は前

連結会計年度末より1.8ポイント増加し78.5％となりました。増減の主なものは、流動資産では現金及び預金が9億3

千1百万円増加、受取手形及び売掛金が15億4千2百万円減少しております。固定資産では有形固定資産が6億2千6百万

円増加、投資有価証券が5億9千6百万円減少しております。 

負債は13億6千9百万円減少しております。主なものは、流動負債で支払手形及び買掛金の6億1千5百万円減少、未

払法人税等の6億1千5百万円減少などであります。 

（キャッシュ・フロー計算書） 

営業活動によるキャッシュ・フローは35億8千2百万円の収入となっております。内訳の主なものは、増加要因とし

ては税金等調整前四半期純利益30億5千5百万円、減価償却費11億3千6百万円、売上債権の減少額14億9千8百万円等で

あり、一方減少要因としては仕入債務の減少額6億5百万円、法人税等の支払額17億9千6百万円等であります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは17億9千8百万円の支出となっております。これは主に有形固定資産の取得に

よる支出18億1千6百万円等によるものであります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは8億2千7百万円の支出となっております。これは主に配当金の支払8億4千9百

万円等によるものであります。 

この結果、現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比較して9億3千6百万円増加し、82億3千5百万円と

なりました。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

今後につきましては、当面、軸受機器事業は一般産業機械及び、海外を中心にした自動車生産の減産の影響が懸念

されますが、新興国市場を中心とした売上拡大、徹底したコストダウンと販売価格の改定により、利益の向上に努め

てまいります。 

構造機器事業につきましては、橋梁部門で免震支承・耐震装置の売上の増加が見込まれ、また建築部門での免震

化、制振化需要は引き続き堅調に推移すると予測されます。利益面につきましては、建設材料価格が高値基調にあり

ますが、徹底的なコスト見直しにより利益の確保に努めます。 

建築機器事業は、ビル向けウィンドーオペレーターは引き続き厳しい環境が続くものと思われますが、エコシリー

ズ及びリニューアル物件の売上増加が見込まれます。また、原価低減・固定費の削減等により、利益の確保を図りま

す。 

これらの結果、グループ全体での売上高は588億円、経常利益は74億円を予想しております。 

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簡便な会計処理 

・原価差異の配賦方法 

標準原価を適用しているために原価差異が生じた場合、当該原価差異の棚卸資産と売上原価への配賦を年度
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決算と比較して簡便的に実施する方法によっております。 

・固定資産の減価償却費の算定方法 

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。 

・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 

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ため、前連結会計年度において使用した将来の業績予想やタックス・

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 

・税金費用の計算 

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引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、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

（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 

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。 

①たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、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、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、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ8

千1百万円減少しております。 

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。 

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。 

これによる当第２四半期連結累計期間の営業利益、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あ

りません。 

なお、リース取引開始日が前連結会計年度末日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引

き続き賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っております。 

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 

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。 

これによる当第２四半期連結累計期間の営業利益、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。 
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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２四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,774 4,842

受取手形及び売掛金 18,100 19,642

有価証券 2,481 2,476

商品及び製品 2,467 2,639

仕掛品 2,584 2,346

原材料及び貯蔵品 1,422 1,502

その他 1,521 1,749

貸倒引当金 △119 △116

流動資産合計 34,231 35,083

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,802 6,397

機械及び装置（純額） 4,770 4,694

土地 3,660 3,659

その他（純額） 2,075 1,931

有形固定資産合計 17,309 16,682

無形固定資産 240 237

投資その他の資産   

投資有価証券 6,292 6,888

その他 6,162 6,017

貸倒引当金 △494 △437

投資その他の資産合計 11,960 12,468

固定資産合計 29,509 29,389

資産合計 63,741 64,472
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,553 7,168

短期借入金 0 0

未払法人税等 1,423 2,039

賞与引当金 1,088 1,045

役員賞与引当金 63 121

その他 1,765 2,019

流動負債合計 10,895 12,396

固定負債   

長期借入金 1 1

退職給付引当金 1,090 942

役員退職慰労引当金 73 83

負ののれん 4 3

その他 817 825

固定負債合計 1,987 1,856

負債合計 12,883 14,253

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,585 8,585

資本剰余金 9,588 9,588

利益剰余金 34,463 33,526

自己株式 △3,469 △3,468

株主資本合計 49,167 48,231

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 552 796

為替換算調整勘定 332 424

評価・換算差額等合計 885 1,220

少数株主持分 805 767

純資産合計 50,858 50,219

負債純資産合計 63,741 64,472
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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）

当第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) 

売上高 28,518

売上原価 18,626

売上総利益 9,892

販売費及び一般管理費 6,754

営業利益 3,138

営業外収益  

受取利息 63

受取配当金 78

為替差益 20

その他 107

営業外収益合計 270

営業外費用  

支払利息 3

売上割引 12

その他 16

営業外費用合計 32

経常利益 3,375

特別利益  

貸倒引当金戻入額 29

受取保険金 113

特別利益合計 142

特別損失  

固定資産処分損 41

投資有価証券評価損 378

その他 41

特別損失合計 462

税金等調整前四半期純利益 3,055

法人税等 1,196

少数株主利益 67

四半期純利益 1,792
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

当第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) 

売上高 14,439

売上原価 9,558

売上総利益 4,880

販売費及び一般管理費 3,456

営業利益 1,424

営業外収益  

受取利息 27

受取配当金 19

その他 40

営業外収益合計 87

営業外費用  

支払利息 2

売上割引 7

為替差損 41

その他 7

営業外費用合計 58

経常利益 1,452

特別利益  

貸倒引当金戻入額 19

受取保険金 113

特別利益合計 132

特別損失  

固定資産処分損 23

投資有価証券評価損 378

その他 41

特別損失合計 444

税金等調整前四半期純利益 1,140

法人税等 447

少数株主利益 36

四半期純利益 656
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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) 

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 3,055

減価償却費 1,136

負ののれん償却額 △0

貸倒引当金の増減額（△は減少） 59

退職給付引当金の増減額（△は減少） 147

受取利息及び受取配当金 △142

支払利息 3

固定資産処分損益（△は益） 41

投資有価証券評価損益（△は益） 378

売上債権の増減額（△は増加） 1,498

たな卸資産の増減額（△は増加） △14

仕入債務の増減額（△は減少） △605

その他 △329

小計 5,228

利息及び配当金の受取額 153

利息の支払額 △3

法人税等の支払額 △1,796

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,582

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 △1,816

有形固定資産の売却による収入 17

投資有価証券の取得による支出 △206

投資有価証券の売却による収入 147

子会社株式の取得による支出 △13

貸付金の回収による収入 3

その他 69

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,798

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △0

少数株主からの払込みによる収入 45

配当金の支払額 △849

少数株主への配当金の支払額 △19

自己株式の取得による支出 △1

リース債務の返済による支出 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー △827

現金及び現金同等物に係る換算差額 △19

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 936

現金及び現金同等物の期首残高 7,298

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,235

オイレス工業(株)（6282）平成21年３月期 第２四半期決算短信

－ 8 －



 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 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

当第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２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

（注）１．事業区分の方法 

事業区分の方法は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各区分に属する主要な製品 

（1）軸受機器……オイルレスベアリング 

（2）構造機器……免震・制振装置、支承 

（3）建築機器……ウィンドーオペレーター、環境機器、住宅用機器 

（4）その他………上記(1）(2）(3）に属しないもの 

３．会計処理の方法の変更 

（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」１．（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に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業

利益が、軸受機器で70百万円、構造機器で4百万円、建築機器で3百万円、その他で3百万円それぞれ減少し

ております。 

 
軸受機器 
（百万円）

構造機器 
（百万円）

建築機器 
（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 9,656 2,481 1,700 600 14,439 － 14,439 

（2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
2 － 0 － 2 (△2) 0 

計 9,658 2,481 1,700 600 14,441 (△2) 14,439 

営業利益 1,173 85 140 24 1,424 － 1,424 

 
軸受機器 
（百万円）

構造機器 
（百万円）

建築機器 
（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 19,034 5,256 3,102 1,125 28,518 － 28,518 

（2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
4 － 0 11 15 (△15) － 

計 19,038 5,256 3,102 1,136 28,534 (△15) 28,518 

営業利益 2,621 275 189 51 3,138 － 3,138 
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〔所在地別セグメント情報〕 

当第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２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20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の内訳は次のとおりであります。 

北 米：アメリカ、カナダ 

欧 州：ドイツ、フランス、チェコ 

アジア：中国、タイ 

３．区分の欧州とアジアは、従来、その他と表示しておりましたが、重要性が増したため分けて表示しておりま

す。 

４．会計処理の方法の変更 

（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」１．（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に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業

利益が、日本で81百万円減少しております。 

 
日本 

（百万円）
北米 

（百万円）
欧州 

（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 11,965 1,099 663 710 14,439 － 14,439 

（2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
867 39 △0 68 975 (△975) － 

計 12,832 1,139 663 779 15,414 (△975) 14,439 

営業利益 1,151 65 7 199 1,424 － 1,424 

 
日本 

（百万円）
北米 

（百万円）
欧州 

（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 23,914 2,052 1,256 1,295 28,518 － 28,518 

（2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
1,665 66 2 102 1,836 (△1,836) － 

計 25,580 2,119 1,258 1,398 30,355 (△1,836) 28,518 

営業利益 2,521 156 126 334 3,138 － 3,138 
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〔海外売上高〕 

当第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２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20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．各区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

北 米：アメリカ、カナダ 

欧 州：ドイツ、フランス、チェコ 

アジア：中国、タイ 

その他：上記区分以外 

３．区分の欧州とアジアは、従来、その他に含めて表示しておりましたが、重要性が増したため分けて表示してお

ります。 

４．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 

 該当事項はありません。 

  北米 欧州 アジア  その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 1,020 829 1,262 8 3,121 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － － 14,439 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
7.1 5.7 8.7 0.1 21.6 

  北米 欧州 アジア  その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 1,990 1,570 2,238 18 5,818 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － － 28,518 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
7.0 5.5 7.8 0.1 20.4 
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書（要約） 

 
19年９月中間期 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   28,413 100.0 

Ⅱ 売上原価   18,683 65.8 

売上総利益   9,730 34.2 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   6,533 23.0 

営業利益   3,197 11.3 

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息 38     

２．受取配当金 57     

３．ロイヤリティ収入 47     

４．その他 121 264 0.9 

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息 3     

２．売上割引 8     

３．為替差損 1     

４．その他 20 33 0.1 

経常利益   3,427 12.1 

Ⅵ 特別利益       

１．貸倒引当金戻入益 16     

２．持分変動利益 25 41 0.1 

Ⅶ 特別損失       

１．固定資産処分損 18     

２．投資有価証券評価損 9     

３．投資有価証券売却損 3     

４．会員権評価損 5     

５．貸倒引当金繰入額 25 62 0.2 

税金等調整前中間純利益   3,406 12.0 

法人税、住民税及び事業税 1,219     

法人税等調整額 30 1,249 4.4 

少数株主利益 (減算) 79 0.3 

中間純利益   2,076 7.3 
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（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書（要約） 

 
19年９月中間期 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９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  

税金等調整前中間純利益 3,406 

減価償却費 1,051 

負ののれん償却額 △0 

貸倒引当金の増減額  6 

退職給付引当金の増減額  21 

受取利息及び配当金 △95 

支払利息 3 

固定資産処分損益 18 

売上債権の増減額 301 

たな卸資産の増減額 △501 

仕入債務の増減額 △284 

その他  △686 

小計 3,240 

利息及び配当金の受取額  99 

利息の支払額  △3 

法人税等の支払額  △1,495 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,841 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金設定による支出  △500 

有形固定資産の取得による支出  △1,260 

有形固定資産の売却による収入 40 

投資有価証券の取得による支出 △1,754 

投資有価証券の売却による収入 22 

貸付金の回収による収入 2 

その他 △10 

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,460 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △533 

親会社による配当金の支払額 △534 

少数株主への配当金の支払額  △11 

その他  △54 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,134 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 120 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △2,633 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 11,621 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 8,988 
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（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

19年９月中間期（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日） 

（注）１．事業区分の方法 

事業区分の方法は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各区分に属する主要な製品 

（1）軸受機器……オイルレスベアリング 

（2）構造機器……免震・制振装置、支承 

（3）建築機器……ウィンドーオペレーター、環境機器、住宅用機器 

（4）その他………上記(1）(2）(3）に属しないもの 

〔所在地別セグメント情報〕 

19年９月中間期（自平成19年４月１日 至平成19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の内訳は次のとおりであります。 

北 米：アメリカ、カナダ 

その他：ドイツ、フランス、チェコ、中国、タイ 

 
軸受機器 
（百万円）

構造機器 
（百万円）

建築機器 
（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）

売上高及び営業損益              

売上高              

（1）外部顧客に対する売上高 18,324 5,335 3,638 1,114 28,413 － 28,413 

（2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
1 － 2 21 26 (△26) － 

計 18,326 5,335 3,641 1,136 28,440 (△26) 28,413 

営業費用 15,927 4,876 3,343 1,095 25,243 (△26) 25,216 

営業利益 2,398 459 297 40 3,197 － 3,197 

 
日本 

（百万円）
北米 

（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） 

売上高及び営業損益            

売上高            

（1）外部顧客に対する売上高 24,082 2,361 1,970 28,413 － 28,413 

（2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
1,526 21 47 1,595 (△1,595) － 

計 25,608 2,382 2,017 30,008 (△1,595) 28,413 

営業費用 22,902 2,160 1,749 26,811 (△1,595) 25,216 

営業利益 2,706 221 268 3,197 － 3,197 
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〔海外売上高〕 

19年９月中間期（自平成19年４月１日 至平成19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．各区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

北 米：アメリカ、カナダ 

その他：ドイツ、フランス、チェコ、中国、タイ 

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．その他の情報 

受注及び販売の状況 

当第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） 

19年９月中間期（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日） 

前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

  北米 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 2,249 3,113 5,362 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － 28,413 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
7.9 11.0 18.9 

  期首受注残高 受注高 売上高 期末受注残高 

 
金額 

（百万円） 

構成比 

（％） 

金額 

（百万円） 

構成比 

（％） 

金額 

（百万円） 

構成比 

（％） 

金額 

（百万円） 

構成比 

（％） 

軸受機器 3,448 34.6 19,092 63.0 19,034 66.7 3,506 29.8 

構造機器 5,445 54.6 6,925 22.9 5,256 18.4 7,113 60.5 

建築機器 651 6.5 3,147 10.4 3,102 10.9 695 5.9 

その他 427 4.3 1,138 3.8 1,125 3.9 441 3.8 

合計 9,972 100.0 30,304 100.0 28,518 100.0 11,757 100.0 

  期首受注残高 受注高 売上高 期末受注残高 

 
金額 

（百万円） 

構成比 

（％） 

金額 

（百万円） 

構成比 

（％） 

金額 

（百万円） 

構成比 

（％） 

金額 

（百万円） 

構成比 

（％） 

軸受機器 3,126 27.3 18,880 65.0 18,324 64.5 3,682 30.4 

構造機器 7,260 63.3 5,077 17.5 5,335 18.8 7,003 57.8 

建築機器 693 6.0 3,819 13.1 3,638 12.8 873 7.2 

その他 388 3.4 1,284 4.4 1,114 3.9 558 4.6 

合計 11,468 100.0 29,062 100.0 28,413 100.0 12,117 100.0 

  期首受注残高 受注高 売上高 期末受注残高 

 
金額 

（百万円） 

構成比 

（％） 

金額 

（百万円） 

構成比 

（％） 

金額 

（百万円） 

構成比 

（％） 

金額 

（百万円） 

構成比 

（％） 

軸受機器 3,126 27.3 37,525 65.6 37,204 63.3 3,448 34.6 

構造機器 7,260 63.3 10,290 18.0 12,106 20.6 5,445 54.6 

建築機器 693 6.0 7,103 12.4 7,145 12.2 651 6.5 

その他 388 3.4 2,317 4.0 2,277 3.9 427 4.3 

合計 11,468 100.0 57,237 100.0 58,733 100.0 9,972 100.0 
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