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1.  平成21年4月期第2四半期の連結業績（平成20年5月1日～平成20年10月31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4月期第2四半期 16,284 ― 345 ― 316 ― 79 ―

20年4月期第2四半期 17,361 △19.3 565 △38.1 599 △40.9 362 △41.9

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4月期第2四半期 8.53 ―

20年4月期第2四半期 38.89 ―

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4月期第2四半期 23,778 9,880 41.1 1,047.74
20年4月期 25,353 10,137 39.2 1,063.98

（参考） 自己資本   21年4月期第2四半期  9,773百万円 20年4月期  9,927百万円

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  有  

    21年４月期 第２四半期末配当金の内訳 特別配当 3円00銭  

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4月期 ― 11.00 ― 11.00 22.00
21年4月期 ― 8.00 ――― ――― ―――

21年4月期（予想） ――― ――― ― 8.00 16.00

3.  平成21年4月期の連結業績予想（平成20年5月1日～平成21年4月30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 30,838 △11.4 548 △49.0 566 △48.2 237 △62.2 25.41

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ページの「【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ページの「【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６月13日発表の連結業績予想および配当予想を平成20年12月５日に修正しております。 
２．上記の予想は、本資料の発表日現在において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。上記の予想に関連する事項については、添付資料の４ページの「【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」をご参照ください。 
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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年4月期第2四半期  9,605,800株 20年4月期  9,605,800株

② 期末自己株式数 21年4月期第2四半期  277,700株 20年4月期  275,500株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年4月期第2四半期  9,329,450株 20年4月期第2四半期  9,332,222株
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５．参考情報 

平成21年４月期の個別業績予想(平成20年５月１日～平成21年４月30日) 

(％表示は対前期増減率) 

 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 28,000 △12.4 600 △41.7 574 △44.7 248 △57.1 26．58 

(注) 個別業績予想数値の当四半期における修正の有無  有 

 

※ 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６月13日発表の個別業績予想を平成20年12月５日に修正しております。 

２．上記の予想は、本資料の発表日現在において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。上記の予想に関連する事項については、添付資料の４ページの「【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」をご参照ください。 
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当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、米国のサブプライム問題に端を発した世界規模での

金融危機の拡大により、急激な株価・為替市場の変動や原油をはじめとする原材料の価格高騰と輸出の減

少等により企業の収益環境は一段と悪化し、設備投資の抑制、個人消費の低迷など景気の減速傾向が一段

と強まりはじめました。 

 このような経済環境のもとで、当社グループは国内では主要取引先である自動車関連企業の景気低迷等

により設備受注の価格競争激化に対応するため、生産性の向上・コストダウン・利益率の改善に努め、海

外ではタイの事業見直しによる非連結子会社を解散・清算し経営の合理化・効率化を図るなど、製販バラ

ンスのとれたグローバルな市場開拓などに取組んでまいりましたが、引続き厳しい状況で推移いたしまし

た。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は162億８千４百万円(前年同期比

△6.2％減) となり、価格競争の激化、原材料価格の高騰などにより、営業利益は３億４千５百万円(前年

同期比△38.9％減)、また、急激な為替・株価の変動により、経常利益は３億１千６百万円(前年同期比△

47.3％減)、四半期純利益は７千９百万円(前年同期比△78.1％減)となりました。 

 事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

 (製造販売事業) 

 製造販売事業につきましては、売上高は160億９千６百万円(前年同期比△5.8％減)となり、営業利益は

３億３千２百万円(前年同期比△43.5％減)となりました。 

 (賃貸・保険サービス事業) 

 賃貸・保険サービス事業につきましては、売上高は２億８千８百万円(前年同期比△25.1％減)となり、

営業利益は１千１百万円(前年同期は２千８百万円の営業損失)となりました。 

 なお、所在地別セグメントの業績につきましては、全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が

90％を超えるため、記載を省略しております。 

(注) 前年同期増減率(前年同期の金額)は、参考として記載しております。 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、237億７千８百万円と前連結会計年度末に比べ15億

７千５百万円減少いたしましたが、その主な要因は、流動資産の現金及び預金の減少12億２千２百万

円、受取手形及び売掛金の減少６億８千２百万円等があったためであります。 

 負債は、138億９千８百万円と前連結会計年度末に比べ13億１千７百万円減少いたしましたが、その

主な要因は、流動負債の支払手形及び買掛金の減少12億１千８百万円等があったためであります。 

 純資産は、98億８千万円と前連結会計年度末に比べ２億５千７百万円減少いたしましたが、その主な

要因は、評価・換算差額等のその他有価証券評価差額金の減少１億６千４百万円等があったためであり

ます。 

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動により７

億９千９百万円減少、投資活動により２億６千７百万円減少および財務活動により１億５千７百万円減

少したこと等により、前連結会計年度末に比べ12億２千２百万円(△56.1％)減少し、当第２四半期連結

累計期間末には９億５千７百万円となりました。 

営業活動により使用した資金は、税金等調整前四半期純利益２億３千９百万円、減価償却費２億３千

２百万円および売上債権の減少による６億８千３百万円の資金の増加等があったものの、その他の資産

の増加による５億９千６百万円の資金の減少、仕入債務の減少による12億２千万円の資金の減少および

法人税等の支払額１億８千８百万円等により、７億９千９百万円となりました。 

【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

２. 連結財政状態に関する定性的情報

(1) 連結財政状態の分析

(2) 連結キャッシュ・フローの状況

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
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なお、使用した資金が前第２四半期連結累計期間に比べ13億２千２百万円増加しましたが、その主な

要因は、仕入債務の減少額が減少したことによる７億２千２百万円の資金の増加があったものの、税金

等調整前四半期純利益の減少による３億６千３百万円の資金の減少、売上債権の減少額が減少したこと

による14億９千７百万円の資金の減少およびその他の資産の増加額が増加したことによる３億４千６百

万円の資金の減少等があったためであります。 

投資活動により使用した資金は、投資有価証券の取得による１億５千６百万円の支出等により、２億

６千７百万円となりました。 

 なお、使用した資金が前第２四半期連結累計期間に比べ６千８百万円減少しましたが、その主な要因

は、投資有価証券の取得が増加したことによる１億５千２百万円の支出の増加等があったものの、有形

固定資産の取得が減少したことによる２億６百万円の支出の減少等があったためであります。 

財務活動により使用した資金は、配当金の支払いによる１億２百万円の支出等により、１億５千７百

万円となりました。 

 なお、使用した資金が前第２四半期連結累計期間に比べ１億６千４百万円増加しましたが、その主な

要因は、長期借入れがなかったことによる１億円の収入の減少等があったためであります。 

平成20年６月13日に発表いたしました平成21年４月期の連結業績予想につきましては、今回、修正を行

っております。詳細は、平成20年12月５日付で発表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」を

ご参照ください。 

  

該当事項はありません。 

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する方法に

より算定しております。 

法人税等については、加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法により算定しており

ます。 

 また、繰延税金資産の回収可能性の判断については、前連結会計年度以降に経営環境等及び一時差

異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績

予測やタックス・プランニングを使用しております。 

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。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

３. 連結業績予想に関する定性的情報

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)

(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 固定資産の減価償却費の算定方法

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

(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
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通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、移動平均法による原価法又は個別法によ

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から「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)が適用されたことに伴い、移動平均

法による原価法又は個別法による原価法(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。 

 この結果、従来の方法に比べて、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15,665千円減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響額については、当該箇所に記載しております。 

第１四半期連結会計期間から「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)を適用しております。 

 この変更による損益への影響はありません。 

国内連結子会社は、法人税法の改正を契機として、機械装置の使用状況等を見直した結果、第１四半

期連結会計期間から改正後の法人税法に基づく耐用年数に変更しております。 

 この結果、従来の方法に比べて、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11,512千円減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響額については、当該箇所に記載しております。 

② 重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

たな卸資産

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

(追加情報)

有形固定資産の耐用年数の変更
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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10月31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４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 977,835 2,200,707

受取手形及び売掛金 14,837,753 15,519,934

商品 351,592 314,286

製品 95,050 114,768

原材料 282,140 278,006

仕掛品 308,509 311,397

その他 1,128,716 551,713

貸倒引当金 △25,663 △26,090

流動資産合計 17,955,933 19,264,724

固定資産   

有形固定資産 3,651,726 3,822,271

無形固定資産 263,378 245,386

投資その他の資産 1,907,313 2,021,060

固定資産合計 5,822,418 6,088,718

資産合計 23,778,352 25,353,442

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,570,709 12,788,749

短期借入金 1,184,000 1,190,980

1年内返済予定の長期借入金 93,456 93,456

未払法人税等 167,518 191,573

役員賞与引当金 8,600 32,100

その他 452,881 467,443

流動負債合計 13,477,165 14,764,302

固定負債   

長期借入金 137,275 184,003

退職給付引当金 115,033 97,673

役員退職慰労引当金 61,385 108,691

負ののれん 61,851 12,221

その他 45,464 49,129

固定負債合計 421,009 451,719

負債合計 13,898,175 15,216,021
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年10月31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４月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,028,078 1,028,078

資本剰余金 751,733 751,733

利益剰余金 8,147,929 8,171,008

自己株式 △154,363 △153,223

株主資本合計 9,773,377 9,797,595

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 17,404 181,524

為替換算調整勘定 △17,383 △51,856

評価・換算差額等合計 20 129,668

少数株主持分 106,779 210,156

純資産合計 9,880,177 10,137,420

負債純資産合計 23,778,352 25,353,442
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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５月１日 
 至 平成20年10月31日) 

売上高 16,284,442

売上原価 14,616,932

売上総利益 1,667,509

販売費及び一般管理費 1,322,090

営業利益 345,419

営業外収益  

受取利息 5,996

受取配当金 7,098

受取賃貸料 20,100

持分法による投資利益 9,850

その他 24,662

営業外収益合計 67,709

営業外費用  

支払利息 15,356

賃貸費用 14,841

為替差損 61,502

その他 5,303

営業外費用合計 97,004

経常利益 316,124

特別利益  

固定資産売却益 4,738

投資有価証券売却益 7,851

貸倒引当金戻入額 248

特別利益合計 12,838

特別損失  

固定資産除売却損 1,719

投資有価証券評価損 87,911

特別損失合計 89,631

税金等調整前四半期純利益 239,330

法人税、住民税及び事業税 164,955

法人税等調整額 6,589

法人税等合計 171,544

少数株主損失（△） △11,807

四半期純利益 79,593

㈱ナ・デックス　( 7435 )　平成21年４月期　第２四半期決算短信

－ 8 －



 (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５月１日 
  至 平成20年10月31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 239,330

減価償却費 232,340

負ののれん償却額 △3,966

貸倒引当金の増減額（△は減少） △246

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △23,500

退職給付引当金の増減額（△は減少） 17,359

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △47,305

受取利息及び受取配当金 △13,094

支払利息 15,356

為替差損益（△は益） 9,862

持分法による投資損益（△は益） △9,850

投資有価証券売却損益（△は益） △7,851

固定資産売却損益（△は益） △4,694

固定資産除却損 1,675

投資有価証券評価損益（△は益） 87,911

その他の損益（△は益） 9,274

売上債権の増減額（△は増加） 683,553

たな卸資産の増減額（△は増加） △15,253

その他の資産の増減額（△は増加） △596,773

仕入債務の増減額（△は減少） △1,220,252

その他の負債の増減額（△は減少） 36,712

小計 △609,410

利息及び配当金の受取額 13,623

利息の支払額 △15,124

法人税等の支払額 △188,683

営業活動によるキャッシュ・フロー △799,595

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 △20,000

定期預金の払戻による収入 20,000

有形固定資産の取得による支出 △61,744

有形固定資産の売却による収入 64,342

無形固定資産の取得による支出 △87,918

投資有価証券の取得による支出 △156,705

投資有価証券の売却による収入 16,455

子会社株式の取得による支出 △34,633

長期貸付けによる支出 △30,200

長期貸付金の回収による収入 22,420

その他 455

投資活動によるキャッシュ・フロー △267,528
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(単位：千円)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年５月１日 
  至 平成20年10月31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） △6,980

長期借入金の返済による支出 △46,728

自己株式の取得による支出 △1,139

配当金の支払額 △102,672

財務活動によるキャッシュ・フロー △157,520

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,771

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,222,872

現金及び現金同等物の期首残高 2,180,707

現金及び現金同等物の四半期末残高 957,835

㈱ナ・デックス　( 7435 )　平成21年４月期　第２四半期決算短信

－ 10 －



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。 

  

該当事項はありません。 

  

 
(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．各事業の主な内容 

 (1) 製造販売事業………………………産業用機器、溶接機器・材料、電子制御機器・部品の製造・販売 

 (2) 賃貸・保険サービス事業…………産業用機器・遊技設備・事務機器等のリース、損害保険の代理業、不動

産賃貸 

３．「(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」②に記載のとおり、第１

四半期連結会計期間から「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、「製造販売

事業」の営業利益が15,665千円減少しております。 

４．「追加情報」に記載のとおり、国内連結子会社は、第１四半期連結会計期間から機械装置の耐用年数を変更

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、「製造販売事業」の営業利益が11,512千

円減少しております。 

  

当第２四半期連結累計期間については、全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が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。 

  

当第２四半期連結累計期間については、海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の

記載を省略しております。 

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

① 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５月１日 至 平成20年10月31日)

製造販売事業
(千円)

賃貸・保険
サービス事業 

(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 16,010,818 273,623 16,284,442 ― 16,284,442

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

85,727 15,248 100,975 (100,975) ―

計 16,096,546 288,871 16,385,418 (100,975) 16,284,442

  営業利益 332,292 11,907 344,200 1,218 345,419

② 所在地別セグメント情報

③ 海外売上高

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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(単位：千円) 

「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表等

(1) (要約)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５月１日

  至 平成19年10月31日)

金  額

 Ⅰ 売上高 17,361,995

 Ⅱ 売上原価 15,588,048

   売上総利益 1,773,947

 Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,208,745

   営業利益 565,201

 Ⅳ 営業外収益 95,236

 １ 受取利息 10,121

  ２ 賃貸収入 9,946

  ３ 持分法による投資利益 47,297

  ４ その他 27,870

 Ⅴ 営業外費用 60,490

  １ 支払利息 12,108

  ２ 手形売却損 485

  ３ 賃貸費用 6,123

 ４ 為替差損 36,973

 ５ その他の資金運用損 3,997

  ６ その他 801

   経常利益 599,947

 Ⅵ 特別利益 5,663

  １ 固定資産売却益 4,663

  ２ 保証債務取崩益 1,000

 Ⅶ 特別損失 2,882

   固定資産除・売却損 2,882

   税金等調整前中間純利益 602,728

   法人税、住民税及び事業税 209,701

   法人税等調整額 24,390

   少数株主利益 5,723

   中間純利益 362,914

㈱ナ・デックス　( 7435 )　平成21年４月期　第２四半期決算短信

－ 12 －



(単位：千円) 

(2) (要約)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５月１日

  至 平成19年10月31日)

区  分 金  額

 Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

  １ 税金等調整前中間純利益 602,728

  ２ 減価償却費 258,171

  ３ 負ののれん償却額 △ 5,409

  ４ 貸倒引当金の増減額(減少：△) 7,884

  ５ 役員賞与引当金の増減額(減少：△) △ 34,303

  ６ 退職給付引当金の増減額(減少：△) 34,431

  ７ 役員退職慰労引当金の増減額(減少：△) △ 105,582

  ８ 受取利息及び配当金 △ 15,595

  ９ 支払利息 12,108

  10 為替差損益(差益：△) 10,963

  11 持分法による投資損益(益：△) △ 47,297

  12 固定資産売却損益(益：△) △ 4,123

  13 固定資産除却損 2,342

  14 その他損益(益：△) 57,601

  15 売上債権の増減額(増加：△) 2,181,379

  16 たな卸資産の増減額(増加：△) 84,847

  17 その他資産の増減額(増加：△) △ 250,216

  18 仕入債務の増減額(減少：△) △ 1,942,954

  19 その他負債の増減額(減少：△) △ 46,382

小   計 800,593

  20 利息及び配当金の受取額 16,263

  21 利息の支払額 △ 12,500

  22 法人税等の支払額 △ 281,661

    営業活動によるキャッシュ・フロー 522,695

 Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

  １ 定期預金預入支出 △ 20,000

  ２ 定期預金払戻収入 20,000

  ３ 有形固定資産取得支出 △ 268,366

  ４ 有形固定資産売却収入 7,649

  ５ 無形固定資産取得支出 △ 80,922

  ６ 投資有価証券取得支出 △ 4,125

  ７ 長期貸付金支出 △ 700

  ８ 長期貸付金収入 48,913

  ９ その他 △ 38,533

    投資活動によるキャッシュ・フロー △ 336,085

 Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

  １ 短期借入金の純増減額(減少：△) 58,930

  ２ 長期借入金増加収入 100,000

  ３ 長期借入金減少支出 △ 43,974

  ４ 自己株式の取得による支出 △ 1,918

  ５ 配当金支払額 △ 102,708

  ６ 少数株主への配当金支払額 △ 3,012

    財務活動によるキャッシュ・フロー 7,317

 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 413

 Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(減少：△) 193,513

 Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,320,534

 Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 2,514,048
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(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．各事業の主な内容 

 (1) 製造販売事業………………………産業用機器、溶接機器・材料、電子制御機器・部品の製造・販売 

 (2) 賃貸・保険サービス事業…………産業用ロボット・遊技設備・事務機器等のリース、損害保険の代理業、

不動産賃貸 

(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５月１日 至 平成19年10月31日)

製造販売事業
(千円)

賃貸・保険
サービス事業 

(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 16,984,725 377,270 17,361,995 ― 17,361,995

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

94,121 8,570 102,692 (102,692) ―

計 17,078,846 385,840 17,464,687 (102,692) 17,361,995

  営業費用 16,490,667 414,033 16,904,700 (107,906) 16,796,793

  営業利益又は営業損失(△) 588,179 △28,192 559,987 5,214 565,201
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