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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） 

 

(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 54,064 ― 3,684 ― 4,072 ― 2,090 ―

20年3月期第2四半期 51,584 14.8 4,215 0.5 4,532 △2.9 2,569 △7.3

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 38.36 ―

20年3月期第2四半期 47.05 ―

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 113,161 66,590 57.3 1,190.45
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2四半期  64,884百万円 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 ― 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  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

通期 108,000 0.6 7,500 △14.8 8,000 △16.0 4,400 △12.3 80.73

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）  有  

(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４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４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８月６日発表の通期連結業績予想を修正しております。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 1 社 （社名 東伸産業株式会社 ）

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2四半期  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2四半期  2,049,763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2四半期  54,506,254株 20年3月期第2四半期  54,606,886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２四半期累計期間のわが国経済は、米国経済の減速による輸出の鈍化や原燃料高などで、企業業績に陰り

が見え始め、また、海外では、特に期後半において金融収縮による実体経済への影響が懸念され、米国のみなら

ず、欧州および中国などの新興国の景況感にも影を落とすなど、先行きの不透明感を払拭できない状況が続きま

した。 

 当社グループの需要先業界であります素材・素形材産業につきましては、国内市場では、自動車関連、産業機

械、造船業界などの幅広い分野で、生産体制の増強や更新による堅調な設備需要が持続するとともに、海外につ

きましては、米国市場が低迷いたしましたが、ドイツ、ロシアなどの欧州市場や南米市場で需要が伸長するなど

底堅く推移しました。 

  このような状況のもと、戦略商品の拡販、お客様の安全・安定操業を支援するサポート営業を強化して、受

注・売上の拡大に努めまして、当第２四半期累計期間の受注高は、前年同四半期に比べ１４，６５５百万円（前

年同四半期比２５．６％増）増加の７１，７９７百万円となり、売上高は、前年同四半期に比べ２，４７９百万

円（同４．８％増）増加の５４，０６４百万円となり、中間期として６期連続の増収で過去 高となりました。

また、受注残高は、前年同四半期に比べ１９，１８５百万円（同４６．９％増）増加の６０，０５１百万円とな

りました。 

  収益面につきましては、鋳造分野での原価率の上昇や原材料費高の影響などで、営業利益は、前年同四半期に

比べ５３１百万円（同１２．６％減）減少して、３，６８４百万円の計上となりました。経常利益は、 

４，０７２百万円となり、前年同四半期に比べ４５９百万円（同１０．１％減）減少いたしました。四半期純利

益は、株式市場の低迷による投資有価証券評価損などの特別損失の発生および法人税等により、２，０９０百万

円の計上となり、前年同四半期に比べ４７８百万円（同１８．６％減）減少いたしました。 

 当期の中間配当金につきましては、本年８月に公表した配当予想のとおり、前期の中間配当に１円を加え、 

１株あたり８円とさせていただきます。年間配当金は、１株あたり１６円（前期の年間配当金は１株あたり１４

円）を予定しています。 

 当社グループ製品は各分野にわたって販売されており、分野別の連結売上高の内容と実績および分野別の連結

営業利益は以下のとおりであります。なお、分野別の連結売上高につきましては、セグメント間取引の相殺消去

前の数値であります。 

  また、前年同四半期の金額および増減率は参考として記載しております。 

 

〔鋳 造 分 野〕 

  国内では、建機部品、自動車部品向けに戦略商品のエアレーション方式を採用した静圧造型設備が好調に推 

 移するとともに、産業車輌向けへＶプロセス鋳造設備および船舶エンジン向け自硬性鋳造設備が売上に貢献す 

 るなど、幅広い分野で静圧造型設備を中心に堅調な需要が継続いたしました。海外では、東欧での鉱山機械向 

 けへの鋳造プラントの寄与がありましたが、北米での大型鋳造プラントの需要一巡があり、当分野としての売 

 上高は、１６，９１７百万円と前年同四半期に比べ３．９％減少いたしました。 

  営業利益は、サポート営業によるメンテナンス部品の拡販による寄与がありましたものの、原価率の上昇を 

 原価改善努力で補えず、１，０４１百万円となり、前年同四半期に比べ４９．５％減少いたしました。 

 

〔表面処理分野〕 

  建機向けでの増産対応に加えて、造船向けでの合理化・環境対応設備として大型ショットブラストマシンが 

 好調に推移するとともに、航空機向けへのショットピーニングマシンが伸長いたしました。加えて、太陽電池 

 向けへの微細加工用のエアーブラストマシンが売上に寄与して、当分野全体の売上高は、１０，５９７百万円 

 と前年同四半期に比べ８．４％増加いたしました。 

  営業利益は、需要先である鉄鋼、造船業界の高稼働によるメンテナンス部品の売上増や原価管理の徹底によ 

 って採算性が改善したことで、１，００３百万円となり、前年同四半期に比べ２７．４％増加いたしました。 

 

〔環境関連分野〕 

  自動車用アルミ部品製造設備向け大型集塵装置が伸びるとともに、工作機械に付帯させる小型の汎用集塵装 

 置が順調に推移しましたが、VOCガス（揮発性有機化合物）浄化装置の大型案件の需要が一巡いたしました。 

 また、粉粒体処理装置では、鉄鋼・非鉄業界向けで廃棄物のリサイクル用途の造粒装置の売上が寄与しまし 

 て、当分野の売上高は、７，２５９百万円と前年同四半期に比べ５．７％増加いたしました。 

  営業利益では、リサイクル用途の造粒装置の売上増が収益率を押し上げ、７３５百万円の計上となり、前年 

 同四半期に比べ４．４％増加いたしました。 
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 〔物流分野〕 

   シザーリフトは、工作機械、食品機械向けなどで競争激化がありましたが、前年同期並みの売上を確保いた 

  しました。コンベヤが、需要先業界の自動車部品、製紙業界向けなどで低調に推移したことに加え、北米市場 

  で引き続き自動車部品向け搬送装置の需要が停滞したことにより、当分野の売上高は、２，７２０百万円と 

  前年同四半期に比べ２８．１％減少いたしました。 

    営業利益につきましては、需要減の影響が大きく、１００百万円のマイナスとなり、前年同四半期に比べ 

  １７９．３％減少いたしました。 

 

 〔メカトロ関連分野〕 

   液晶パネル向けハンドリングロボットの需要が回復するとともに、自動車機器向け検査計測装置およびサー 

  ボシリンダーの伸びに加えて、燃料電池製造設備向けデジタルプレス装置の貢献があり、当分野の売上高は、 

  ２，８１４百万円と前年同四半期に比べ、６１．８％増加いたしました。 

    営業利益は、液晶パネル向けハンドリングロボットの厳しい価格競争と原材料等の高騰を原価低減努力で吸 

  収できず、６１百万円と前年同四半期に比べ６７．８％減少いたしました。 

 

 〔投射材・研磨材〕 

   需要先業界であります自動車、造船、鉄鋼関連等において高稼働率が継続し、投射材および研磨材の需要が 

  ともに伸長して、当分野の売上高は、１２，１９７百万円と前年同四半期に比べ２２．２％増加いたしまし 

  た。 

   営業利益は、増収効果に加え、原材料となるスクラップ価格に対応した需要先への価格改定が進み、 

  １，３５５百万円の計上となり、前年同四半期に比べ４６．７％増加しました。 

 

 〔その他〕 

   自動車内装部品向け真空成形機およびドア組付けラインの売上が堅調に推移するとともに、液晶製造装置向 

  け大型セラミックス部品が伸長しまして、全体の売上高は、３，５７１百万円と前年同四半期に比べ、 

  ９．２％増加いたしました。 

   営業利益は、前期に実施した大型セラミックス部品製造設備の減損処理によって減価償却費の負担減があ 

  り、１５８百万円を計上し、前年同四半期と比べ７．２倍となりました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

   当第２四半期末の総資産は、前期末に比べ６９２百万円増加し、１１３，１６１百万円となりました。 

  流動資産は、有価証券が減少した一方、前受金が増えたことによる現金及び預金の増加があり、前期末に比べ 

  ２，２６０百万円増加の７３，２２３百万円となりました。固定資産では、保有株式の時価が低下したことによ

  る投資有価証券の減少があり、前期末に比べ１，５６８百万円減少の３９，９３７百万円となりました。流動負

  債では、社債１，５００百万円の償還による減少がありましたが、鋳造プラントの受注増による前受金の増加な

  どがあり、前期末に比べ６２１百万円増加し、３８，９４２百万円となりました。固定負債は、繰延税金負債の

  減少があり、前期末に比べ６３８百万円減少して７，６２８百万円となりました。純資産は、その他有価証券評

  価差額金の減少がありましたが、利益剰余金の増加により前期末に比べて７０９百万円増加の６６，５９０百万

  円となりました。この結果、当第２四半期期末における自己資本比率は、５７．３％（前期末５７．１％）とな

  り、１株当たり純資産は、１，１９０．４５円となり、前期末に比べ１２．１３円増加しました。 

 

 （キャッシュ・フローについて） 

   当第２四半期末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動による 

  ４，１３７百万円の収入、投資活動による２，９９６百万円の支出および財務活動による１，５９３百万円の支

  出などによって資金の当第２四半期末残高は、前期末に比べ４２３百万円減少して１８，４９５百万円となりま

  した。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

    今後の経済見通しにつきましては、金融危機に端を発した世界同時株安と景気後退不安が、個人消費や設備投

  資を抑制し、実体経済へ波及する懸念があり、金融安定化や景気刺激などの強力かつ迅速な経済政策が期待され

  ます。 

   当社グループの事業環境につきましては、国内では、豊富な受注残を抱える鋳造分野や造船向けなどの表面処

  理分野で需要が持続するものの、自動車関連や工作機械など需要先業界の減産に伴う設備投資抑制への影響が懸
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  念され、海外におきましては、ロシアなどの欧州市場では、鉄道などインフラ整備向けなどの設備需要が予想さ

  れる一方、米国では、景気後退の深刻化で自動車関連等の需要先業界に回復の兆しが見えず、先行きは予断を許

  さない状況が続くものと予想されます。  

   収益環境では、原材料等の資材費や外注費などでコスト増要因がありますが、販売促進の強化による戦略商品

  の拡販、グローバルでのサポート体制の拡充による消耗材やメンテナンス部品のアフターマーケットへの深耕を

  加速させ、採算性の向上を目指します。加えて、大型の鋳造プラントを中心に受注案件別の原価管理体制を強化

  し徹底した原価改善に取り組み、収益の確保に邁進いたします。 

   通期の業績につきましては、当第２四半期累計期間の業績を踏まえ、経営環境の変化を勘案して本年８月に公

  表した平成21年３月期の通期の連結業績予想を次のとおりに変更しております。 

  

         連結売上高    １０８，０００百万円 

         連結営業利益    ７，５００百万円 

         連結経常利益      ８，０００百万円 

         連結当期純利益     ４，４００百万円 

   （注） 通期の業績予想につきましては、当第２四半期累計期間での状況により判断し得る景気、需要動向等 

     に基づくものであり、今後発生する事業環境の変化によってこれと異なる業績結果となることもあり 

         得ますことをご理解願います。 

  

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） 

①連結の範囲の変更 

   前連結会計年度まで連結子会社であった東伸産業（株）は、平成20年４月１日をもって、連結子会社である

 東寿興産（株）を存続会社とする吸収合併によって解散している。 

②変更後の連結子会社の数 

 31社 

  

（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 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

  貸倒実績率が前連結会計年度末に算定したものと比べて著しい変化がないと認められる場合、前連結会計年

 度末で使用した貸倒実績率を使って貸倒見積高を算定している。 

②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、一部重要な加減算項目や税額控除項目に限定して算定している。 

  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いる。 

  

（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処理の適用 

  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）を適用している。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いる。 

②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は、従来、主として総平均法による原価法によっていたが、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）により算定している。 

  これにより、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 

 ２百万円減少している。 

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いる。 

  これにより、期首の利益剰余金が６６百万円増加している。また、営業利益は３百万円、経常利益及び税金

 等調整前四半期純利益は、それぞれ４百万円増加している。 
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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 14,808 11,663

受取手形及び売掛金 36,363 36,820

有価証券 6,010 7,871

商品及び製品 1,527 1,591

仕掛品 8,269 7,943

原材料及び貯蔵品 3,373 2,708

その他 3,060 2,557

貸倒引当金 △191 △194

流動資産合計 73,223 70,963

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,680 6,699

機械装置及び運搬具（純額） 5,022 4,272

土地 4,726 4,635

その他（純額） 961 833

有形固定資産合計 17,391 16,441

無形固定資産   

のれん 93 －

その他 575 539

無形固定資産合計 668 539

投資その他の資産   

投資有価証券 19,105 21,030

その他 2,849 3,592

貸倒引当金 △77 △98

投資その他の資産合計 21,877 24,524

固定資産合計 39,937 41,505

資産合計 113,161 112,468
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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 19,420 20,109

短期借入金 3,005 2,668

1年内償還予定の社債 － 1,500

未払法人税等 1,345 1,986

賞与引当金 1,946 1,984

役員賞与引当金 48 97

プラント保証引当金 624 567

受注損失引当金 144 117

その他 12,406 9,288

流動負債合計 38,942 38,321

固定負債   

社債 2,500 2,500

長期借入金 392 427

退職給付引当金 2,225 2,123

役員退職慰労引当金 171 153

環境安全対策引当金 330 333

その他 2,008 2,729

固定負債合計 7,628 8,266

負債合計 46,570 46,587

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 51,010 49,258

自己株式 △1,136 △1,133

株主資本合計 61,874 60,125

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,407 4,339

為替換算調整勘定 △397 △237

評価・換算差額等合計 3,010 4,101

少数株主持分 1,705 1,653

純資産合計 66,590 65,880

負債純資産合計 113,161 112,468
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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 54,064

売上原価 40,052

売上総利益 14,011

販売費及び一般管理費 10,327

営業利益 3,684

営業外収益  

受取利息 122

受取配当金 216

負ののれん償却額 4

持分法による投資利益 49

その他 156

営業外収益合計 548

営業外費用  

支払利息 76

その他 83

営業外費用合計 160

経常利益 4,072

特別利益  

固定資産売却益 4

投資有価証券売却益 14

特別利益合計 18

特別損失  

固定資産除売却損 99

減損損失 34

投資有価証券売却損 0

投資有価証券評価損 196

関係会社株式売却損 35

持分変動損失 21

特別損失合計 386

税金等調整前四半期純利益 3,704

法人税、住民税及び事業税 1,536

法人税等調整額 △5

法人税等合計 1,531

少数株主利益 82

四半期純利益 2,090
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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 3,704

減価償却費 984

のれん償却額 △0

賞与引当金の増減額（△は減少） △37

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △49

受注損失引当金の増減額（△は減少） 25

貸倒引当金の増減額（△は減少） △23

退職給付引当金の増減額（△は減少） 101

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 17

未払役員退職慰労金の増減額（△は減少） △227

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 △338

支払利息 76

持分法による投資損益（△は益） △49

有価証券売却損益（△は益） △14

有形固定資産除売却損益（△は益） 81

減損損失 34

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 208

関係会社株式売却損益（△は益） 35

売上債権の増減額（△は増加） 441

たな卸資産の増減額（△は増加） △935

仕入債務の増減額（△は減少） △563

未払消費税等の増減額（△は減少） 107

前受金の増減額（△は減少） 2,615

その他 △187

小計 6,004

利息及び配当金の受取額 351

利息の支払額 △75

法人税等の支払額 △2,142

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,137

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 △1,807

定期預金の払戻による収入 13

有価証券の取得による支出 △0

有価証券の売却及び償還による収入 30

有形固定資産の取得による支出 △1,855

有形固定資産の売却による収入 102

投資有価証券の取得による支出 △473

投資有価証券の売却及び償還による収入 684

貸付金の回収による収入 16

無形固定資産の取得による支出 △140

営業譲受による支出 △177

その他 610

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,996
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（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) 

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） 385

長期借入金の返済による支出 △53

社債の償還による支出 △1,501

自己株式の取得による支出 △3

配当金の支払額 △381

少数株主への配当金の支払額 △38

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,593

現金及び現金同等物に係る換算差額 28

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △423

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 18,495
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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 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

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、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、投射材・研磨材分野で３百万円減少している。 

  

  

  
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 
16,917 10,597 7,259 2,720 2,814 11,407 2,347 54,064 － 54,064 

(2)セグメント間の内

部売上高又は振

替高 

－ － － － － 790 1,223 2,014 (2,014) － 

計 16,917 10,597 7,259 2,720 2,814 12,197 3,571 56,079 (2,014) 54,064 

営業利益 

（△は営業損失） 
1,041 1,003 735 △100 61 1,355 158 4,256 (571) 3,684 

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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〔所在地別セグメント情報〕 

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、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８百万円増加し、アジアで５百万円減少している。 

〔海外売上高〕 

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・メキシコ 

(2)ヨーロッパ…………ドイツ・ロシア 

(3)アジア………………中国・台湾・アセアン諸国 

(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 

43,663 2,210 3,407 2,436 2,346 54,064 － 54,064 

(2)セグメント

間の内部売

上高又は振

替高 

602 2 268 553 82 1,508 (1,508) － 

計 44,265 2,211 3,675 2,990 2,429 55,573 (1,508) 54,064 

営業利益 

（△は営業損失） 
4,005 △129 51 302 179 4,410 (725) 3,684 

  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） 2,667 3,273 6,982 2,310 15,233 

Ⅱ 連結売上高（百万円）         54,064 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
4.9 6.1 12.9 4.3 28.2 
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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 

科     目 

 前中間連結会計期間 

 （自 平成19年4月1日 

    至 平成19年9月30日） 

 金額（百万円） 百分比（％）

Ⅰ 売上高 51,584 100.0 

Ⅱ 売上原価 37,783 73.2 

売上総利益 13,801 26.8 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 9,585 18.6 

営業利益 4,215 8.2 

Ⅳ 営業外収益 481 0.9 

Ⅴ 営業外費用 164 0.3 

経常利益 4,532 8.8 

Ⅵ 特別利益 23 0.0 

Ⅶ 特別損失 50 0.1 

税金等調整前中間純利益 4,504 8.7 

法人税、住民税及び事業税 1,830 3.5 

法人税等調整額 12 0.0 

少数株主利益 92 0.2 

中間純利益 2,569 5.0 
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（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 
前中間連結会計期間 

（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 4,504 

 減価償却費 943 

 賞与引当金の増減額（減少は△） 109 

 受取利息及び受取配当金 △298 

 売上債権の増減額（増加は△） △1,875 

 たな卸資産の増減額（増加は△） △1,961 

 仕入債務の増減額（減少は△） △899 

 その他 714 

小計 1,236 

 利息及び配当金の受取額 360 

 利息の支払額 △85 

 法人税等の支払額 △2,451 

営業活動によるキャッシュ・フロー △940 

Ⅱ 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 △1,469 

 有形固定資産の売却による収入 16 

 投資有価証券の取得による支出 △926 

 投資有価証券の売却などによる収入 649 

 その他 333 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,396 

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（減少は△） 238 

 配当金の支払額 △355 

 その他 △11 

財務活動によるキャッシュ・フロー △129 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 177 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 △2,288 

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中間期末残高 13,430 
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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〕 

前中間連結会計期間（平成19年４月１日～平成19年９月30日） 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

前中間連結会計期間（平成19年４月１日～平成19年９月30日） 

  

〔海外売上高〕 

前中間連結会計期間（平成19年４月１日～平成19年９月30日） 

  

  

  
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 

17,600 9,779 6,740 3,782 1,739 9,683 2,257 51,584 － 51,584

(2)セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

－ － 126 － － 299 1,011 1,437 (1,437) －

計 17,600 9,779 6,867 3,782 1,739 9,983 3,269 53,022 (1,437) 51,584

営業利益 2,059 787 704 126 191 924 21 4,816 (600) 4,215

  
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 

41,260 4,072 2,515 1,843 1,893 51,584 － 51,584 

(2)セグメント

間の内部売

上高又は振

替高 

1,482 41 176 495 27 2,223 (2,223) － 

計 42,743 4,114 2,691 2,338 1,921 53,808 (2,223) 51,584 

営業利益 4,615 143 34 91 11 4,897 (681) 4,215 

  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） 4,732 1,876 6,309 1,865 14,782 

Ⅱ 連結売上高（百万円）         51,584 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
9.2 3.6 12.2 3.7 28.7 
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