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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 8,774 ― 1,115 ― 1,214 ― 708 ―
20年3月期第2四半期 8,245 16.2 823 7.3 838 8.6 510 27.7

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 75.07 ―
20年3月期第2四半期 55.79 ―

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 18,258 12,566 68.8 1,331.27
20年3月期 17,304 12,123 70.1 1,284.33

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  12,566百万円 20年3月期  12,123百万円

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 ― 10.00 ― 10.00 20.00
21年3月期 ― 10.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 10.00 20.00

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 17,791 4.8 2,032 7.2 2,043 14.6 1,041 0.3 110.33

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、４ページ「定性的情報・財務諸表等 ４．その他」をご覧下さい。  

(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」をご覧下さい。  

(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、その他の特記事項 
(1)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「四半期連結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 ― 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2四半期  9,450,069株 20年3月期  9,450,069株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  10,276株 20年3月期  10,236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  9,439,826株 20年3月期第2四半期  9,156,835株
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（ご参考）平成 21 年３月期通期個別業績予想数値の修正（平成 20 年４月１日～平成 21 年３月 31 日） 

 
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 

前回発表予想（A） 
百万円

9,700

百万円

769

百万円

1,311

百万円 

811 

円 銭

85 95

今回発表予想（B） 9,700 798 1,336 793 84 01

増減額（B－A） 0 28 25 △18 －

増減率（％） 0.0 3.8 2.0 △2.3 －

（ご参考）前期実績

（平成 20年 3月期） 
9,432 685 953 669 71 96

（注）上記の予想は、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれておりま

す。実際の業績は、経済情勢の変化等の不確定要因により、記載の数値と大幅に異なる可能性がありま

す。 
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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２四半期連結累計期間における世界経済は、欧米の金融市場の混乱が世界的な金融逼迫へと波及し、世界経済全

体として景気の減速感が一層強まってまいりました。 

一方、国内経済においても、足元での円高・株安進行、輸出の弱含みや設備投資の減少、雇用情勢の悪化等、景気減

速が顕著になってまいりました。 

このような状況の中で、当社グループ（当社及び連結子会社）の当第２四半期連結累計期間の売上高は、主力のポン

プ事業において、ケミカル機器モータポンプの販売が主に海外市場で好調であったこと、また冷凍機・空調機器モータ

ポンプ、半導体機器モータポンプ、電力関連機器モータポンプの販売が国内外で好調に推移したことから、87億74百万

円（前年同期比５億28百万円増加、6.4％増）となりました。  

利益面につきましては、主に個別業績において原価低減等による粗利率の改善が進んだこと、また販売費及び一般管

理費等の節減に努めた結果、営業利益は11億15百万円（同２億92百万円増加、35.5％増）、経常利益は12億14百万円

（同３億75百万円増加、44.8％増）、四半期純利益は７億８百万円（同１億97百万円増加、38.7％増）となりました。

このように、当第２四半期連結累計期間の経営成績としては、前年同期と比べ増収増益となり、１株当たり四半期純

利益は75円７銭（前年同期は55円79銭）となりました。  

また、当第２四半期連結累計期間の受注高は100億１百万円（前年同期比10億71百万円増加、12.0％増）、受注残高

は54億３百万円（同７億25百万円増加、15.5％増）となりました。それぞれの増加の主なものはポンプ事業であり、受

注高では84億53百万円（同10億90百万円増加、14.8％増）、受注残高では51億15百万円（同７億67百万円増加、17.7％

増）であります。  

なお、前年同期比は参考として記載しております。  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（１）財政状態 

資産の部は、前連結会計年度末に比べ９億54百万円増加し、当第２四半期末は182億58百万円となりました。これ

は、主として現金及び預金や仕掛品の増加により流動資産が８億43百万円増加したためであります。 

負債の部は、前連結会計年度末に比べ５億10百万円増加し、当第２四半期末は56億91百万円となりました。これ

は、主として未払法人税等の増加等により流動負債が４億66百万円増加したためであります。 

純資産の部は、前連結会計年度末に比べ４億43百万円増加し、当第２四半期末は125億66百万円となりました。こ

れは、主として為替換算調整勘定の減少があったものの、利益剰余金の増加があったためであります。  

この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の70.1％から当第２四半期末は68.8％となりました。 

（２）連結キャッシュ・フローの状況 

当四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は26億96百万円となり、前連

結会計年度末と比較して１億74百万円の増加となりました。  

営業活動によるキャッシュ・フローにより獲得した資金は、９億９百万円となりました。これは、主としてたな卸

資産の増加額４億68百万円があったものの、税金等調整前四半期純利益12億18百万円の計上によるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローに使用した資金は、５億24百万円となりました。これは、主として有形固定資

産の取得による支出４億41百万円及び定期預金の預入による支出93百万円によるものであります。  

財務活動によるキャッシュ・フローに使用にした資金は、１億91百万円となりました。これは、主として配当金の

支払額94百万円及び長期借入金の返済による支出59百万円によるものであります。  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

今後の見通しにつきましては、世界経済の減速感が強まっている中、円高・株安の進行等、予断を許さない状況にあ

ります。 

第２四半期累計期間の業績は、平成20年10月28日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」に記載のとおり、平成

20年５月15日発表の当初予想を上回りましたが、今後の世界経済の減速と為替・株価動向に鑑み、通期の業績予想につ

きましては下記のように修正いたします。  

平成21年３月期通期連結業績予想数値の修正（平成20年４月１日～平成21年３月31日）  

  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

前回発表予想（Ａ） 17,566 1,998 2,032 1,091 115.65 

今回発表予想（Ｂ）  17,791 2,032 2,043 1,041 110.33 

増減額（Ｂ－Ａ）  225 34 11 △50 － 

増減率（％）  1.3 1.7 0.5 △4.6 － 

（ご参考）前期実績 

（平成20年３月期）  
16,976 1,894 1,782 1,038 111.72 
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（ご参考）平成21年３月期通期個別業績予想数値の修正（平成20年４月１日～平成21年３月31日）  

（注）上記の予想は、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれております。

実際の業績は、経済情勢の変化等の不確定要因により、記載の数値と大幅に異なる可能性があります。  

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 

採用した簡便な会計処理のうち重要なものはありません。  

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 

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 重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

親会社及び国内子会社が通常の販売目的で保有する棚卸資産については、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、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。 

この変更による損益に与える影響は、軽微であります。  

  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

前回発表予想（Ａ） 9,700 769 1,311 811 85.95 

今回発表予想（Ｂ）  9,700 798 1,336 793 84.01 

増減額（Ｂ－Ａ）  0 28 25 △18 － 

増減率（％）  0.0 3.8 2.0 △2.3 － 

（ご参考）前期実績 

（平成20年３月期）  
9,432 685 953 669 71.96 
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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 2,815,686 2,554,781

受取手形及び売掛金 5,744,610 5,691,647

製品 848,572 718,010

原材料 1,236,509 1,186,126

仕掛品 1,246,639 995,852

その他 694,303 602,780

貸倒引当金 △117,044 △123,792

流動資産合計 12,469,277 11,625,405

固定資産   

有形固定資産 4,445,657 4,264,008

無形固定資産 18,474 12,965

投資その他の資産 1,324,924 1,401,897

固定資産合計 5,789,056 5,678,871

資産合計 18,258,334 17,304,277

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,041,356 1,887,596

短期借入金 648,135 669,409

1年内償還予定の社債 － 40,000

1年内返済予定の長期借入金 12,254 72,711

未払法人税等 554,944 248,081

製品保証引当金 11,952 12,271

賞与引当金 431,735 449,198

役員賞与引当金 14,000 30,000

その他 1,017,859 856,422

流動負債合計 4,732,238 4,265,689

固定負債   

長期借入金 4,450 5,112

退職給付引当金 808,573 775,657

役員退職慰労引当金 67,746 58,596

その他 78,382 75,394

固定負債合計 959,153 914,762

負債合計 5,691,391 5,180,451

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,116,823 2,116,823

資本剰余金 1,904,614 1,904,614

利益剰余金 8,431,132 7,816,903

自己株式 △9,011 △8,943

株主資本合計 12,443,558 11,829,397

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 71,496 149,597

為替換算調整勘定 51,886 144,831

評価・換算差額等合計 123,383 294,428

純資産合計 12,566,942 12,123,825

負債純資産合計 18,258,334 17,304,277
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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：千円）

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 8,774,872

売上原価 5,537,316

売上総利益 3,237,556

販売費及び一般管理費 2,121,843

営業利益 1,115,713

営業外収益  

受取利息 11,132

受取配当金 12,547

受取賃貸料 10,201

為替差益 38,795

その他 38,236

営業外収益合計 110,913

営業外費用  

支払利息 7,022

その他 4,939

営業外費用合計 11,962

経常利益 1,214,664

特別利益  

貸倒引当金戻入額 4,780

固定資産売却益 3,046

特別利益合計 7,826

特別損失  

固定資産除却損 2,100

固定資産売却損 1,442

特別損失合計 3,543

税金等調整前四半期純利益 1,218,947

法人税等 510,319

四半期純利益 708,628
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

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 4,599,040

売上原価 2,849,409

売上総利益 1,749,630

販売費及び一般管理費 1,160,347

営業利益 589,283

営業外収益  

受取利息 3,820

受取配当金 4,762

受取賃貸料 5,125

その他 24,085

営業外収益合計 37,793

営業外費用  

支払利息 3,639

為替差損 48,501

その他 3,338

営業外費用合計 55,479

経常利益 571,596

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1,820

固定資産売却益 333

特別利益合計 2,153

特別損失  

固定資産除却損 886

固定資産売却損 110

特別損失合計 997

税金等調整前四半期純利益 572,753

法人税等 188,200

四半期純利益 384,552
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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 1,218,947

減価償却費 218,889

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,213

退職給付引当金の増減額（△は減少） 32,974

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9,150

受取利息及び受取配当金 △23,679

支払利息 7,022

為替差損益（△は益） △11,708

有形固定資産除却損 2,100

有形固定資産売却損益（△は益） △1,603

売上債権の増減額（△は増加） △108,894

たな卸資産の増減額（△は増加） △468,137

その他の資産の増減額（△は増加） △92,341

仕入債務の増減額（△は減少） 196,891

未払消費税等の増減額（△は減少） 24,727

その他の負債の増減額（△は減少） 122,896

その他 △35,327

小計 1,086,693

利息及び配当金の受取額 24,902

利息の支払額 △6,780

法人税等の支払額 △195,479

営業活動によるキャッシュ・フロー 909,335

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 △93,965

定期預金の払戻による収入 5,693

有形固定資産の取得による支出 △441,126

有形固定資産の売却による収入 9,390

無形固定資産の取得による支出 △6,444

投資有価証券の取得による支出 △8,249

貸付けによる支出 △5,462

貸付金の回収による収入 7,238

その他 8,343

投資活動によるキャッシュ・フロー △524,582

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 3,441

長期借入金の返済による支出 △59,996

社債の償還による支出 △40,000

自己株式の取得による支出 △68

配当金の支払額 △94,398

財務活動によるキャッシュ・フロー △191,021

現金及び現金同等物に係る換算差額 △19,557

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 174,174

現金及び現金同等物の期首残高 2,521,947

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,696,121
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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．各事業の主な製品 

(1）ポンプ事業：ケミカル用モータポンプ及びケミカル以外用モータポンプ 

(2）電子部品事業：自動車用電装品及び産業機器用基板 

(3）その他事業：特殊機器、健康食品及び人材派遣 

〔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．地域の区分は、地理的近接度を考慮して決定しております。 

２．本邦以外の区分に属する国及び地域の内訳は、次のとおりであります。 

(1）欧米：米国、ドイツ 

(2）アジア：中国、台湾、シンガポール、韓国 

〔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、地理的近接度を考慮して決定しております。 

２．各区分に属する主な国又は地域は、次のとおりであります。 

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（ただし、セグメント間の内部

売上高を除く。）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。 

  
ポンプ事業 

（千円） 

電子部品事業

（千円） 

その他事業 

（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 7,164,998 1,354,153 255,720 8,774,872 － 8,774,872 

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－ － － － － － 

計 7,164,998 1,354,153 255,720 8,774,872 － 8,774,872 

営業利益 971,714 134,917 9,080 1,115,713 (－) 1,115,713 

  
日本 

（千円） 

欧米 

（千円） 

アジア 

（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 5,282,722 1,520,037 1,972,112 8,774,872 － 8,774,872 

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高 

921,839 11,454 13,281 946,574 (946,574) － 

計 6,204,562 1,531,491 1,985,393 9,721,447 (946,574) 8,774,872 

営業利益 663,154 143,039 305,942 1,112,137 3,576 1,115,713 

 
アジア・ 
オセアニア 

米州 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 2,706,062 1,295,834 360,286 4,362,183 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － 8,774,872 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 30.8 14.8 4.1 49.7 

アジア・オセアニア：中国、韓国、台湾、シンガポール、タイ、インドネシア、インド、オーストラリア

米州 ：米国、カナダ、メキシコ、ブラジル 

その他 ：ヨーロッパ、中近東 
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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 

 
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（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   8,245,907 100.0 

Ⅱ 売上原価   5,266,992 63.9 

売上総利益   2,978,914 36.1 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   2,155,575 26.1 

営業利益   823,339 10.0 

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息 5,001     

２．受取配当金 7,887     

３．賃貸料 9,761     

４．保険解約返戻金 12,967     

５．その他 24,549 60,166 0.7 

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息 7,506     

２．為替差損 2,823     

３．株式交付費用 21,188     

４．新工場建設費用 10,248     

５．その他 3,025 44,792 0.5 

経常利益   838,713 10.2 

Ⅵ 特別利益       

１．貸倒引当金戻入益 20,897     

２．固定資産売却益 2,126     

３．助成金収入 61,497 84,521 1.0 

Ⅶ 特別損失       

１．固定資産除却損 1,507     

２．固定資産売却損 473 1,980 0.0 

税金等調整前中間純利益   921,255 11.2 

法人税、住民税及び事業
税 

373,182     

法人税等調整額 37,196 410,379 5.0 

中間純利益   510,875 6.2 
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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（千円） 

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 921,255 

減価償却費 212,920 

貸倒引当金の減少額 △23,775 

退職給付引当金の増加額 8,016 

役員退職慰労引当金の減少額 △87,648 

受取利息及び受取配当金 △12,888 

支払利息 7,506 

為替差損 12,606 

有形固定資産売却益 △2,126 

有形固定資産除却損 1,507 

有形固定資産売却損 473 

売上債権の増加額 △437,297 

たな卸資産の増加額 △384,165 

その他資産の増加額 △43,239 

仕入債務の増加額 521,170 

未払消費税等の減少額 △68,342 

割引手形の減少額 △5,110 

裏書譲渡手形の増加額 25,219 

その他負債の減少額 △24,600 

その他 63,436 

小計 684,919 

利息及び配当金の受取額 14,463 

利息の支払額 △7,095 

法人税等の支払額 △537,209 

営業活動によるキャッシュ・フロ
ー 

155,077 

Ⅱ 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 △658 

有形固定資産の取得による支出 △547,765 

有形固定資産の売却による収入 4,472 

無形固定資産の取得による支出 △367 

投資有価証券の取得による支出 △25,392 

貸付けによる支出 △2,686 

貸付金の回収による収入 6,635 

その他 △1,077 

投資活動によるキャッシュ・フロ
ー 

△566,839 
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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（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロ
ー 

  

短期借入金の純減少額 △685,732 

長期借入金の返済による支出 △107,682 

社債の償還による支出 △40,000 

株式の発行による収入 2,009,851 

自己株式の取得による支出 △150 

配当金の支払額 △103,679 

財務活動によるキャッシュ・フロ
ー 

1,072,606 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差
額 

10,461 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 671,305 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,582,252 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残
高 

2,253,557 
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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（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 （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．各事業の主な製品 

(1）ポンプ事業：ケミカル用モータポンプ及びケミカル以外用モータポンプ 

(2）電子部品事業：自動車用電装品及び産業機器用基板 

(3）その他事業：特殊機器、健康食品及び人材派遣 

〔所在地別セグメント情報〕 

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） 

 （注）１．地域の区分は、地理的近接度を考慮して決定しております。 

２．本邦以外の区分に属する国及び地域の内訳は、次のとおりであります。 

(1）欧米：米国、ドイツ 

(2）アジア：中国、台湾、シンガポール、韓国 

〔海外売上高〕 

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） 

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度を考慮して決定しております。 

２．各区分に属する主な国又は地域は、次のとおりであります。 

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（ただし、セグメント間の内部

売上高を除く。）であります。 

 
ポンプ事業 
（千円） 

電子部品事業
（千円） 

その他事業 
（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 6,685,127 1,265,471 295,307 8,245,907 － 8,245,907 

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－ － － － － － 

計 6,685,127 1,265,471 295,307 8,245,907 － 8,245,907 

営業利益 737,918 63,818 21,601 823,339 (－) 823,339 

 
日本 

（千円） 
欧米 

（千円） 
アジア 
（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 5,297,110 1,504,685 1,444,111 8,245,907 － 8,245,907 

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高 

774,708 28,231 16,682 819,623 (819,623) － 

計 6,071,819 1,532,917 1,460,793 9,065,530 (819,623) 8,245,907 

営業利益 504,164 195,534 113,027 812,726 10,612 823,339 

  
アジア・ 
オセアニア 

米州 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 2,169,551 1,403,186 159,059 3,731,797 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － 8,245,907 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 26.3 17.0 1.9 45.2 

アジア・オセアニア：中国、韓国、台湾、シンガポール、タイ、インドネシア、インド、オーストラリア

米州 ：米国、カナダ、メキシコ、ブラジル 

その他 ：ヨーロッパ、中近東 
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