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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 61,918 ― 782 ― 833 ― 220 ―

20年3月期第3四半期 67,909 3.9 1,333 △13.7 1,442 △16.0 784 △21.1

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 17.25 ―

20年3月期第3四半期 61.26 ―

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 40,040 10,586 26.4 823.99
20年3月期 44,930 11,188 24.8 870.59

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  10,554百万円 20年3月期  11,152百万円

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 78,000 △15.2 490 △76.9 500 △76.7 △350 ― △27.32

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、５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、５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．上記の業績予想には、現時点で入手可能な情報に基づく将来の予測が含まれております。実際の業績は、今後様々な要因によって記載の予想数値と異なる可能性
があります。なお、上記予想に関する事項は、５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参照下さい。 
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。  

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  12,888,000株 20年3月期  12,888,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  78,685株 20年3月期  77,843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  12,809,798株 20年3月期第3四半期  12,810,539株
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（参考）個別業績予想 

平成21年３月期の個別業績予想（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）個別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10月31日発表の個別の通期業績予想は、上記のとおり修正しております。上記の業績予想には、現時点で入

手可能な情報に基づく将来の予測が含まれております。実際の業績は、今後様々な要因によって記載の予想数値と異な

る可能性があります。 

  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

通期 66,000 △18.1 330 △81.8 480 △74.3 △360 － △28  10
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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３四半期連結会計期間における日本経済は、米国に端を発する世界的な金融市場の混乱を背景とした海外経

済の減速が国内経済にも波及し始め、輸出の減少や円高の進行等の影響で企業収益が急速に悪化し、それに伴い雇

用情勢が厳しさを増して個人消費が冷え込むなど、景気の先行き不透明感は一段と強まりました。 

       当社グループの関連しております産業用エレクトロニクス・メカトロニクス業界におきましては、電子部品業

界、情報・通信業界、自動車関連及び半導体関連業界など輸出企業を中心に需要が低迷しており、製造業全般に生

産調整や設備投資抑制の動きが見られました。 

 このような状況の中、当社グループは、グローバルネットワークを活用し、技術提案力や顧客満足重視の営業活

動を展開してまいりましたが、当期の連結業績につきましては、売上高は184億91百万円（前年同期比9.1％減）と

なり、利益面では、競争激化による利益率の低下や投資有価証券評価損等を計上したことなどから、営業損失は１

億45百万円（前年同期は営業利益２億72百万円）、経常損失は１億73百万円（前年同期は経常利益２億86百万

円）、四半期純損失は３億16百万円（前年同期は四半期純利益１億99百万円）となりました。 

      次に事業の種類別セグメントの状況をご説明いたします。 

     ＜電機部門＞ 

電機部門では、半導体関連業界の需要低迷の影響を受け、半導体製造装置用のリニアモータ及びロボット等の販

売が減少し、また電子部品実装機向けのリニアモータの販売も減少いたしました。この結果、当部門の売上高は29

億78百万円（前年同期比43.8％減）、営業損失は52百万円となりました。 

     ＜電子部門＞ 

電子部門では、ＰＯＳシステム向けのパソコンユニット等が売上に寄与いたしましたが、情報通信関連、アミュ

ーズメント関連向け及び産業用ロボット関連向けの電子部品の販売が減少するなど、総じて低調に推移いたしまし

た。この結果、当部門の売上高は119億75百万円（同14.7％減）、営業利益は26百万円となりました。 

＜機械部門＞ 

     機械部門では、液晶パネル製造設備向け搬送用クリーンロボット及びクリーンコンベアなど液晶基板搬送設備が

売上に寄与いたしましたが、競争激化による利益率低下等により、当部門の売上高は35億37百万円（同251.8％

増）、営業損失は94百万円となりました。  

       なお、平成21年３月期第１四半期及び第２四半期に係る連結経営成績に関する定性的情報については、平成21年

３月期第１四半期決算短信（平成20年７月31日開示）及び平成21年３月期第２四半期決算短信（平成20年10月31日

開示）をご参照ください。  

       また、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）を適用しているため、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。 
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２．連結財政状態に関する定性的情報 

  当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、400億40百万円となり前連結会計年度末に比べ48億89百万円減少しま

した。受取手形及び売掛金の減少がその主な要因であります。  

  当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、294億54百万円となり前連結会計年度末に比べ42億87百万円減少しま

した。支払手形及び買掛金の減少が主な要因であります。 

  当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は、105億86百万円となり前連結会計年度末に比べ６億２百万円減少し

ました。その他有価証券評価差額金の減少が主な要因であります。 

  

 （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、前連結会計年度末に比べ 

７億41百万円減少し、当第３四半期連結累計期間末には23億26百万円となりました。 

  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す。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  営業活動の結果使用した資金は８億68百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益（５億26百

万円）、売上債権の減少（48億１百万円）等による増加がある一方で、たな卸資産の増加（14億74百万円）、仕入

債務の減少（42億２百万円）、及び法人税等の支払（６億86百万円）等により減少したものであります。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  投資活動の結果使用した資金は99百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出（43百万

円）、投資有価証券の取得による支出（21百万円）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） 

  財務活動の結果得られた資金は３億14百万円となりました。これは主に、短期借入金の純増額（５億71百万円）

による増加がある一方で、配当金の支払（２億56百万円）等により一部減少したものであります。 
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当期の業績につきましては、当初計画を下回る水準で推移しており、国内外ともに引き続き厳しい経営環境が続

くことが予想され、当社の業績も影響を受けることが見込まれます。また、株価下落による投資有価証券評価損や

東京都電設工業厚生年金基金脱退に伴う特別掛金の特別損失への計上の影響も考慮して、平成20年10月31日発表の

連結及び個別の通期業績予想を修正いたしました。詳細は、本日別途公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」

をご参照下さい。 

該当事項はありません。   

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の棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し第２四半期連結累計期間に係る実

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。 

②四半期連結財務諸表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。

また、見積実効税率を使用できない場合は、税引前四半期純利益に一時差異に該当しない重要な差異を加減し

た上で、法定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．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 

（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「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）を第

１四半期連結会計期間から適用しております。 

 これに伴う当第３四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。 

③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。 

 これに伴う当第３四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。 

④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」（企業会計基準委員会 企業会計基準第13号 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」（企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第

16号 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、平成20年４月１日以降にリース取引開始となる契約からこれ

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。 

 これに伴う当第３四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 2,820 3,562

受取手形及び売掛金 24,378 29,363

商品 4,483 3,200

仕掛品 746 626

その他 846 717

貸倒引当金 △30 △35

流動資産合計 33,246 37,435

固定資産   

有形固定資産 4,055 4,011

無形固定資産   

その他 112 97

無形固定資産合計 112 97

投資その他の資産 2,626 3,386

固定資産合計 6,794 7,495

資産合計 40,040 44,930

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 22,282 26,724

短期借入金 2,101 1,531

未払法人税等 48 333

引当金 32 －

その他 912 1,017

流動負債合計 25,377 29,606

固定負債   

長期借入金 3,000 3,000

退職給付引当金 643 653

役員退職慰労引当金 347 470

その他 85 11

固定負債合計 4,076 4,135

負債合計 29,454 33,742
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（単位：百万円）

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,935 1,935

資本剰余金 1,341 1,341

利益剰余金 7,369 7,405

自己株式 △52 △51

株主資本合計 10,593 10,629

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △37 417

為替換算調整勘定 △1 105

評価・換算差額等合計 △39 522

少数株主持分 31 35

純資産合計 10,586 11,188

負債純資産合計 40,040 44,930
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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：百万円）

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 61,918

売上原価 54,644

売上総利益 7,273

販売費及び一般管理費 6,491

営業利益 782

営業外収益  

受取利息 11

受取配当金 42

仕入割引 79

受取家賃 85

その他 62

営業外収益合計 282

営業外費用  

支払利息 55

手形売却損 15

売上債権売却損 60

為替差損 90

その他 8

営業外費用合計 230

経常利益 833

特別利益  

固定資産売却益 2

貸倒引当金戻入額 5

特別利益合計 7

特別損失  

投資有価証券評価損 314

特別損失合計 314

税金等調整前四半期純利益 526

法人税等 309

少数株主損失（△） △3

四半期純利益 220
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 18,491

売上原価 16,482

売上総利益 2,009

販売費及び一般管理費 2,155

営業損失（△） △145

営業外収益  

受取利息 2

受取配当金 19

仕入割引 23

受取家賃 29

その他 21

営業外収益合計 96

営業外費用  

支払利息 18

手形売却損 5

売上債権売却損 16

為替差損 80

その他 1

営業外費用合計 123

経常損失（△） △173

特別利益  

固定資産売却益 2

貸倒引当金戻入額 3

特別利益合計 6

特別損失  

投資有価証券評価損 277

特別損失合計 277

税金等調整前四半期純損失（△） △444

法人税等 △125

少数株主損失（△） △2

四半期純損失（△） △316
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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 526

減価償却費 122

貸倒引当金の増減額（△は減少） 33

受取利息及び受取配当金 △54

支払利息 55

投資有価証券評価損益（△は益） 314

売上債権の増減額（△は増加） 4,801

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,474

仕入債務の増減額（△は減少） △4,202

その他 △299

小計 △176

利息及び配当金の受取額 54

利息の支払額 △59

法人税等の支払額 △686

営業活動によるキャッシュ・フロー △868

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 △43

有形固定資産の売却による収入 10

投資有価証券の取得による支出 △21

その他 △44

投資活動によるキャッシュ・フロー △99

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） 571

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △256

財務活動によるキャッシュ・フロー 314

現金及び現金同等物に係る換算差額 △88

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △741

現金及び現金同等物の期首残高 3,068

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,326
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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。 

  

 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 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

当第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日） 

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） 

 （注）１．事業区分の方法 

      事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

  
電機部門
（百万円） 

電子部門
（百万円） 

機械部門
（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  2,978  11,975  3,537  18,491  －  18,491

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 27  8  123  158  (158)  －

        計  3,006  11,983  3,661  18,650  (158)  18,491

営業利益又は営業損失（△）  △52  26  △94  △120  (25)  △145

  
電機部門
（百万円） 

電子部門
（百万円） 

機械部門
（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  12,588  40,786  8,543  61,918  －  61,918

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 104  36  430  572  (572)  －

        計  12,692  40,823  8,974  62,490  (572)  61,918

営業利益又は営業損失（△）  117  822  △90  850  (67)  782

事業区分 主要製品 

電機部門 ＡＣサーボモータ、リニアモータ他各種モータ、インバー

タ、マシンコントローラ、マシンビジョンシステム、半導

体用クリーンロボット・真空ロボット等 

電子部門 電源、コネクタ、半導体、センサ、小型ファン、ＬＥＤ

（発光ダイオード）、ＬＣＤ（液晶ディスプレイ）、産業

用パソコン、ＣＰＵボード、メモリモジュール等の各種電

子部品及び機器等 

機械部門 半導体関連製造設備、産業用ロボット、液晶・パネル搬送

用クリーンロボット、基板関連装置、物流搬送装置、バル

ブコントロール装置、風水力機器、空調・厨房設備、環境

保護機器及び装置、各種検査装置、医療機器等 
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当第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日） 

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） 

（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。 

アジア……中国、シンガポール 

その他……アメリカ 

当第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日） 

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） 

（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。 

アジア……中国、シンガポール 

その他……アメリカ 

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。 

〔所在地別セグメント情報〕 

  
日本 

（百万円） 
アジア

（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  14,801  3,109  580  18,491  －  18,491

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 908  278  133  1,320  (1,320)  －

         計  15,710  3,387  714  19,812  (1,320)  18,491

営業利益又は営業損失（△）  △204  42  15  △146  0  △145

  
日本 

（百万円） 
アジア

（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  50,926  9,546  1,445  61,918  －  61,918

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 3,126  817  464  4,408  (4,408)  －

         計  54,053  10,363  1,909  66,326  (4,408)  61,918

営業利益  642  99  44  785  (3)  782

〔海外売上高〕 

  アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  3,026  580  3,607

Ⅱ 連結売上高（百万円）      18,491

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 16.4  3.1  19.5

  アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  9,411  1,445  10,857

Ⅱ 連結売上高（百万円）      61,918

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 15.2  2.3  17.5
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（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] 
前年同四半期にかかる財務諸表 

(1)（要約）四半期連結損益計算書 
（単位：百万円） 

前年同四半期 

(平成 20 年３月期 

第３四半期) 科  目 

金  額 
Ⅰ 売上高 67,909

Ⅱ 売上原価 60,239

 売上総利益 7,669

Ⅲ 販売費及び一般管理費 6,336

営業利益 1,333

Ⅳ 営業外収益    283

Ⅴ 営業外費用    174

 経常利益 1,442

Ⅵ 特別利益    23

Ⅶ 特別損失    140

税金等調整前四半期 
純利益 1,325

税金費用 540

少数株主利益 0

四半期純利益 784
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(2)（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
（単位：百万円） 

 

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 1,325

減価償却費 104

売上債権の増減額（増加：△） 2,135

たな卸資産の増減額（増加：△） △1,171

仕入債務の増減額（減少：△） △136

その他 △116

小計 2,141

利息及び配当金の受取額 70

利息の支払額 △57

法人税等の支払額 △1,064

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,090

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 △41

有形固定資産の売却による収入 0

投資有価証券の取得による支出 △20

投資有価証券の売却による収入 136

その他 △17

投資活動によるキャッシュ・フロー 56

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

長期借入れによる収入 600

長期借入金の返済による支出 △600

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △256

財務活動によるキャッシュ・フロー △256

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △2

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△） 888

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,636

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 2,524
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６．その他の情報 

(1)生産、受注及び販売の状況  

①生産実績 

当第３四半期連結会計期間の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は販売価格によっており、セグメント間の内部振替前の数値によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

②商品仕入実績 

当第３四半期連結会計期間の商品仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

③受注状況 

当第３四半期連結会計期間の受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

④販売実績 

当第３四半期連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

事業の種類別セグメントの名称 
当第３四半期連結会計期間
（自 平成20年10月１日 
至 平成20年12月31日） 

電機部門（百万円）  127

合計（百万円）  127

事業の種類別セグメントの名称 
当第３四半期連結会計期間
（自 平成20年10月１日 
至 平成20年12月31日） 

電機部門（百万円）  2,929

電子部門（百万円）  10,822

機械部門（百万円）  3,694

合計（百万円）  17,446

事業の種類別セグメントの
名称 

受注高（百万円） 受注残高（百万円）

電機部門  2,666  2,146

電子部門  11,518  5,597

機械部門  457  4,992

事業の種類別セグメントの名称 
当第３四半期連結会計期間
（自 平成20年10月１日 
至 平成20年12月31日） 

電機部門（百万円）  2,978

電子部門（百万円）  11,975

機械部門（百万円）  3,537

合計（百万円）  18,491
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