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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12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3月期第3四半期 16,075 ― 1,529 ― 1,552 ― 882 ―

20年3月期第3四半期 14,638 ― 1,692 ― 1,681 ― 1,009 ―

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3四半期 89.58 ―

20年3月期第3四半期 102.47 ―

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3四半期 19,988 9,394 47.0 953.80
20年3月期 19,213 8,698 45.3 883.10

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  9,394百万円 20年3月期  8,698百万円

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 ― 0.00 ― 18.00 18.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 20.00 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 21,800 △0.0 1,550 △30.7 1,560 △29.1 900 △31.0 91.37

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、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、３～４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．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条件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、３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。 
３．当連結会計年度より「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号）を早期適
用しております。  

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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  9,850,000株 20年3月期  9,850,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  76株 20年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  9,849,931株 20年3月期第3四半期  9,850,000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３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）におけるわが国経済は、サブプライム

住宅ローン問題に端を発した世界的な金融市場の混乱や円高等により、急激に景気が悪化しております。

　当社グループの主要顧客である自動車業界におきましては、世界同時的な販売不振による急激な収益悪化を受け減

産や雇用調整が行われ、設備投資は一時的に延期、凍結されるようになってきました。

　このような状況の中、当第３四半期連結累計期間の受注高につきましては、プレス機械は急激に受注環境が悪化し、

前年同期に比べ3,142百万円減少し5,372百万円となりました。ＦＡシステム製品も同様の状況であり、前年同期に比

べ57百万円増加の3,692百万円に止まりました。アフターサービス工事は前年同期に大型工事の受注があったことと、

受注環境の悪化により、前年同期に比べ547百万円減少し3,292百万円となりました。全体では前年同期に比べ3,632百

万円減少し12,357百万円となりました。受注残高は前連結会計年度末に比べ3,718百万円減少し13,139百万円となりま

した。

　売上高につきましては、プレス機械は、当連結会計年度から「工事契約に関する会計基準」を早期適用したことに

よる増加2,000百万円はありましたが、大型プレスの売上が少なかったことから、前年同期に比べ1,100百万円増加の

8,709百万円に止まりました。ＦＡシステム製品は、当連結会計年度から「工事契約に関する会計基準」を早期適用し

たことによる増加676百万円はありましたが、大型案件の売上が少なかったことから、前年同期に比べ132百万円増加

の3,749百万円に止まりました。アフターサービス工事は前年同期に比べ204百万円増加し3,616百万円となりました。

全体では「工事契約に関する会計基準」を早期適用したことによる増加2,677百万円はありましたが、前年同期に比べ

1,437百万円増加の16,075百万円に止まりました。

　損益面につきましては、当連結会計年度から「工事契約に関する会計基準」を早期適用したことによる増加198百万

円はありましたが、鋼材等原材料価格の上昇等による製造原価のアップにより、営業利益は前年同期に比べ163百万円

減少の1,529百万円に止まりました。このため、経常利益も前年同期に比べ129百万円減少の1,552百万円となりました。

四半期純利益は投資有価証券評価損78百万円を計上したことにより、前年同期に比べ126百万円減少の882百万円とな

りました。

　※　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。このため、当第３四半期連結累計期間の損益計算書と前年同期の損益計算書

とでは作成基準が異なるので、前年同期比較に関する情報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）資産、負債及び純資産の状況

　当第３四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、前連結会計年度末に比べ989百万円増加し、15,673百

万円となりました。これは、主に受取手形及び売掛金及び仕掛品は減少したものの、現金及び預金が増加したこ

とによるものであります。

　固定資産の残高は、前連結会計年度末に比べ215百万円減少し、4,314百万円となりました。これは、主に機械

装置及び運搬具が減少したことによるものであります。

　負債の残高は、前連結会計年度末に比べ78百万円増加し、10,593百万円となりました。これは、主に未払法人

税等及び短期借入金は減少したものの、未払金が増加したことによるものであります。

　純資産の残高は、前連結会計年度末に比べ696百万円増加し、9,394百万円となりました。これは、主に利益剰

余金が増加したことによるものであります。

（２）キャッシュ・フローの状況　

　当第３四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、法人税等の支払額及び

定期預金の預入による支出等はあったものの、税金等調整前四半期純利益の計上、売上債権の減少及び未払金の

増加等の要因により、前連結会計年度末に比べ2,361百万円増加し、当第３四半期連結会計期間末には4,437百万

円となりました。

　当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第３四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は、3,848百万円となりました。これは、主に

法人税等の支払額等はあったものの、税金等調整前四半期純利益の計上、売上債権の減少及び未払金の増加があっ

たこと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）

　当第３四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は、1,088百万円となりました。これは、主に

定期預金の預入による支出があったことによるものであります。
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（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第３四半期連結累計期間において財務活動の結果使用した資金は、376百万円となりました。これは、主に配

当金の支払額及び短期借入金の純減少額があったこと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

　平成21年３月期の連結業績予想につきましては、平成20年12月19日に公表いたしました業績予想の売上高を修正し

ております。これは、前回の業績予想の修正時からさらに受注済案件の納期延期が発生したことによるものです。な

お、当該延期案件の利益率が低いことから損益にはほとんど影響を与えないため、利益については修正しておりませ

ん。

　当社グループを取り巻く事業環境は、急激な受注環境の悪化により、非常に厳しい状況にありますが、受注の確保、

固定費の削減、コスト競争力の強化、商品力の強化を図り目標収益の確保に努めてまいります。

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

・棚卸資産の評価方法

　当第３四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し第２四半期連結会計期間末

に係る実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。

・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して算定しております。

・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、前連結会計年度末以降に経営環境等に著しい変化が認められた

場合に、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測に当該著しい変化の影響を加味したものを利用

しております。

・製品保証引当金の算定方法

　保証工事の実績率が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるため、前連結会計年

度決算において算定した保証工事の実績率に基づき、算定しております。

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３四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「四半期財務諸表に関する会計基準」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「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用

　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、材料は総平均法による原価法、仕掛品は個別法に

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、材料は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）、仕掛品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。

　なお、これによる当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。
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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）を適用しております。

　なお、これによる当第３四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

④「工事契約に関する会計基準」の適用

　「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号　平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号　平成19年12月27日）が平成21年４月１日より前に開始する連

結会計年度から適用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

しております。

　これにより、当第３四半期連結累計期間の売上高は2,677,847千円、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198,804千円増加しております。

⑤「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。なお、リース取引開始日が適用

初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理を引き続き採用しております。

　なお、これによる当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。

（４）追加情報

（有形固定資産の耐用年数の変更）

　当社は、法人税法の改正を契機として、第１四半期連結会計期間より、機械装置の耐用年数を従来の10年か

ら９年に変更しております。

　なお、これによる当第３四半期連結累計期間の損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：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,067,023 2,725,117

受取手形及び売掛金 6,882,794 8,207,373

原材料 224,057 170,983

仕掛品 1,973,541 3,115,654

繰延税金資産 431,439 429,928

その他 95,630 38,577

貸倒引当金 △680 △3,590

流動資産合計 15,673,808 14,684,043

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,285,601 1,357,213

機械装置及び運搬具（純額） 1,012,438 1,108,886

土地 893,159 893,159

その他（純額） 181,045 154,882

有形固定資産合計 3,372,245 3,514,143

無形固定資産   

のれん 16,929 21,547

その他 73,227 76,828

無形固定資産合計 90,157 98,375

投資その他の資産   

投資有価証券 148,072 212,973

繰延税金資産 616,767 614,379

その他 87,770 90,142

貸倒引当金 △280 △280

投資その他の資産合計 852,329 917,215

固定資産合計 4,314,732 4,529,734

資産合計 19,988,540 19,213,777
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12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３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,291,913 1,130,054

短期借入金 － 200,000

未払金 4,888,333 3,731,436

未払費用 867,650 1,022,126

未払法人税等 151,761 562,991

前受金 1,189,868 1,334,268

賞与引当金 178,540 339,000

製品保証引当金 413,000 440,000

受注損失引当金 73,616 90,966

その他 91,568 234,213

流動負債合計 9,146,252 9,085,057

固定負債   

退職給付引当金 1,351,410 1,334,152

その他 96,000 96,000

固定負債合計 1,447,410 1,430,152

負債合計 10,593,662 10,515,209

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,055,000 1,055,000

資本剰余金 747,400 747,400

利益剰余金 7,601,535 6,896,496

自己株式 △50 －

株主資本合計 9,403,885 8,698,896

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6,332 △5,337

為替換算調整勘定 △15,340 5,009

評価・換算差額等合計 △9,007 △327

純資産合計 9,394,877 8,698,568

負債純資産合計 19,988,540 19,213,777
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 16,075,554

売上原価 13,363,410

売上総利益 2,712,144

販売費及び一般管理費 1,182,967

営業利益 1,529,176

営業外収益  

受取利息 15,490

受取配当金 8,926

その他 12,406

営業外収益合計 36,822

営業外費用  

支払利息 71

その他 13,287

営業外費用合計 13,358

経常利益 1,552,640

特別損失  

投資有価証券評価損 78,012

特別損失合計 78,012

税金等調整前四半期純利益 1,474,627

法人税等 592,287

四半期純利益 882,339
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12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 1,474,627

減価償却費 355,688

のれん償却額 4,617

賞与引当金の増減額（△は減少） △160,460

製品保証引当金の増減額（△は減少） △27,000

受注損失引当金の増減額（△は減少） △17,350

退職給付引当金の増減額（△は減少） 17,258

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,910

受取利息及び受取配当金 △24,416

支払利息 71

固定資産除却損 5,588

投資有価証券評価損益（△は益） 78,012

売上債権の増減額（△は増加） 1,324,578

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,089,038

その他の流動資産の増減額（△は増加） △54,716

仕入債務の増減額（△は減少） 26,077

未払費用の増減額（△は減少） △142,702

未払金の増減額（△は減少） 1,168,270

前受金の増減額（△は減少） △144,399

その他の流動負債の増減額（△は減少） 36,788

その他 △182,267

小計 4,824,395

利息及び配当金の受取額 23,215

利息の支払額 △71

法人税等の支払額 △998,809

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,848,729

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 △5,155,000

定期預金の払戻による収入 4,175,000

投資有価証券の取得による支出 △4,999

投資有価証券の売却による収入 960

有形固定資産の取得による支出 △82,233

無形固定資産の取得による支出 △20,277

その他 △1,519

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,088,069

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） △200,000

自己株式の取得による支出 △50

配当金の支払額 △176,767

財務活動によるキャッシュ・フロー △376,818

現金及び現金同等物に係る換算差額 △21,934

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,361,906

現金及び現金同等物の期首残高 2,075,117

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,437,023
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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３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年12月31日）

　当社グループ（当社及び連結子会社）は、プレス機械及びその周辺設備の製造・販売・アフターサービス工

事を主な事業としており、当該事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。

【所在地別セグメント情報】

当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年12月31日）

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。

【海外売上高】

　当第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日）

 アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 6,218,846 2,260,025 8,478,872

Ⅱ　連結売上高（千円） － － 16,075,554

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 38.7 14.0 52.7

（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．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

アジア……タイ、中国、インド他

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）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。
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「参考資料」

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

前第３四半期連結累計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年12月31日）

（単位：千円）

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第３四半期）

金　額

Ⅰ　売上高 14,638,396

Ⅱ　売上原価 11,554,092

売上総利益 3,084,303

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,391,772

営業利益 1,692,531

Ⅳ　営業外収益 25,397

Ⅴ　営業外費用 36,234

経常利益 1,681,695

税金等調整前四半期純利益 1,681,695

税金費用 672,381

四半期純利益 1,009,314

－10－

㈱エイチアンドエフ(6163) 平成21年3月期 第３四半期決算短信



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第３四半期連結累計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年12月31日）

（単位：千円）

前年同四半期
（平成20年３月期
第３四半期）

区分 金　額

Ⅰ　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 1,681,695

減価償却費 338,666

減損損失 －

のれん償却額 4,617

賞与引当金の増加・減少（△）額 △136,020

役員賞与引当金の増加・減少（△）額 △9,000

製品保証引当金の増加・減少（△）額 △31,000

受注損失引当金の増加・減少（△）額 72,000

退職給付引当金の増加・減少（△）額 △43,735

役員退職慰労引当金の増加・減少（△）額 △107,320

貸倒引当金の増加・減少（△）額 △442

受取利息及び受取配当金 △11,626

支払利息 76

固定資産除却損 10,945

売上債権の減少・増加（△）額 316,638

たな卸資産の減少・増加（△）額 △1,032,945

その他流動資産の減少・増加（△）額 △28,988

仕入債務の増加・減少（△）額 △27,015

未払費用の増加・減少（△）額 △2,339

未払金の増加・減少（△）額 320,810

前受金の増加・減少（△）額 499,916

その他流動負債の増加・減少（△）額 39,157

役員賞与の支払額 －

その他 10,728

小計 1,864,819

利息及び配当金の受取額 11,722

利息の支払額 △67

法人税等の支払額 △1,015,086

営業活動によるキャッシュ・フロー 861,387
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（単位：千円）

前年同四半期
（平成20年３月期
第３四半期）

区分 金　額

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 △650,000

定期預金の払戻による収入 650,000

投資有価証券の取得による支出 △104,850

子会社株式の取得による支出 －

有形固定資産の取得による支出 △413,485

無形固定資産の取得による支出 △17,211

その他 △4,968

投資活動によるキャッシュ・フロー △540,515

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 △200,000

株式の発行による収入 －

配当金の支払額 △147,017

財務活動によるキャッシュ・フロー △347,017

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 1,194

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加・減少（△）額 △24,951

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 3,692,101

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 3,667,150
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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】

前第３四半期連結累計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年12月31日）

　当社グループは、プレス機械及びその周辺設備の製造・販売・アフターサービス工事を主な事業としており、

当該事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。

【所在地別セグメント情報】

前第３四半期連結累計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年12月31日）

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。

【海外売上高】

前第３四半期連結累計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年12月31日）

 アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 4,507,991 1,274,858 5,782,850

Ⅱ　連結売上高（千円） － － 14,638,396

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 30.8 8.7 39.5

（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．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

アジア……タイ、中国、インド他

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。
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