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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 74,265 ― 5,715 ― 6,397 ― 2,714 ―

20年3月期第3四半期 78,382 10.4 5,995 △6.0 6,526 △7.2 3,624 △14.3

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3四半期 49.80 ―

20年3月期第3四半期 66.38 ―

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 109,563 64,261 57.1 1,148.29
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3四半期  62,584百万円 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 97,000 △9.6 6,700 △23.9 7,300 △23.3 2,800 △44.2 51.37

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）  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－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－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、その他特記事項 
1.平成20年11月11日発表の通期連結業績予想を修正しております。 上記予想は、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数値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）を適用しています。 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3四半期  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3四半期  2,051,828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3四半期  54,505,245株 20年3月期第3四半期  54,597,223株
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   当第３四半期連結累計期間の経済状況は、上期では、比較的堅調に推移しましたものの、昨年の秋以降、世界同

時不況の様相を呈し、米国をはじめとする世界規模での需要急減によって、設備投資や雇用を削減する動きが加速

し、生産や消費が連鎖的に悪化してまいりました。 

 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、下期に入りまして、国内市場は、自動

車関連、工作機械、鉄鋼業界など幅広い需要先で減産や設備投資の抑制の動きが鮮明となり、海外につきまして

も、米国市場での長期低迷に加えて、欧州や新興国市場での需要の鈍化などで、事業環境は急速に厳しさを増して

まいりました。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・売上の確保に努めまして、当第３四半期累計期間の受注高は、前年同四半期に比べ２，９０１百万円

（前年同四半期比３．３％増）増加の９０，７８３百万円となり、売上高は、前年同四半期に比べ４，１１６百万

円（同５．３％減）減少して７４，２６５百万円となりました。また、受注残高は、前年同四半期に比べ    

１４，０２８百万円（同３１．３％増）増加の５８，８３７百万円となりました。 

 収益面につきましては、売上の減少や鋳造分野での原価率の上昇の影響などで、営業利益は、前年同四半期に比

べ２７９百万円（同４．７％減）減少して、５，７１５百万円の計上となりました。経常利益は、６，３９７百万

円となり、前年同四半期に比べ１２９百万円（同２．０％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１，５５５百万円の発生があり、２，７１４百万円の計上となり、前

年同四半期に比べ９１０百万円（同２５．１％減）減少いたしました。 

  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及び増減率は参考として記載しております。  

   

〔鋳 造 分 野〕 

 上期では、建機部品、自動車部品向けにエアレーション方式を採用した静圧造型設備や産業車輌向けへのＶプロセ

ス鋳造設備が売上に貢献しましたが、北米での大型鋳造プラントの需要一巡に加えて、下期に入り自動車関連をは

じめ需要先業界全般の投資抑制や減産により、受注が急減速するとともにメンテナンス部品の売上が減少に転じ、

当分野としての売上高は、２３，１９１百万円と前年同四半期に比べ１９．４％減少いたしました。 

 営業利益は、売上減や原価率の上昇を原価改善努力で補えず、１，７６６百万円となり、前年同四半期に比べ 

３８．４％減少いたしました。 

  

〔表面処理分野〕 

  上期では、造船向けへの合理化・環境対応設備として大型ショットブラストマシンや航空機向けへのショットピー

ニングマシンが伸長したのに加えて、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ました

が、下期に入り、自動車関連業界向けへのショットブラストマシンの受注・売上が在庫調整により急落して、当分野

全体の売上高は、１４，４６３百万円と前年同四半期に比べ３．８％減少いたしました。 

  営業利益は、原価管理の徹底による採算性の改善などで、１，４０７百万円となり、前年同四半期に比べ 

  １１．１％増加いたしました。 

 

〔環境関連分野〕 

   上期では、自動車用アルミ部品製造設備向け大型集塵装置や廃棄物リサイクル用途の造粒装置が売上に寄与しまし

 たが、下期に入り、工作機械向けへの小型汎用集塵装置の鈍化やＶＯＣガス（揮発性有機化合物）浄化装置の設置 

 先送りなどで、当分野の売上高は、９，５４５百万円と前年同四半期に比べ３．３％減少いたしました。 

   営業利益では、リサイクル用途の造粒装置の高採算の貢献がありましたが、下期での売上低迷の影響で、 

 ９０８百万円の計上となり、前年同四半期に比べ１７．９％減少いたしました。 

 

〔物流分野〕 

  シザーリフト、コンベアーでの競争激化に加えて、下期に入り、自動車部品向けへの需要が急減したことによ

り、当分野の売上高は、４，０９７百万円と前年同四半期に比べ２６．７％減少いたしました。 

   営業利益は、需要減の影響が大きく、１３９百万円の赤字となりました。 

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 
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 〔メカトロ関連分野〕 

上期に受注の回復があった液晶パネル向けハンドリングロボットの売上増に加え、燃料電池製造設備向けデジタ

ルプレス装置の寄与があり、当分野の売上高は、３，８４６百万円と前年同四半期に比べ、８７．７％増加いたしま

した。 

営業利益は、売上増と液晶パネル向けハンドリングロボットの徹底した原価削減などの奏功によって、１２４百

万円となり、前年同四半期に比べ１１７．２％増加いたしました。 

   

〔投射材・研磨材〕 

   投射材および研磨材ともに、下期に入って需要先業界の自動車、鉄鋼関連等の減産の影響で需要が急減いたしまし

たが、上期での設備の高稼働が売上に貢献したことによって、当分野の売上高は、１７，０４８百万円と前年同四半

期に比べ１２．０％増加いたしました。 

営業利益は、増収効果に加え、上期に実施した需要先への価格改定と原材料となるスクラップ価格の急落の影響

により、２，３０７百万円の計上となり、前年同四半期に比べ６３．０％増加いたしました。 

  

〔その他〕 

   自動車内装部品向け真空成形機および液晶製造装置向け大型セラミックス部品が底堅く推移しまして、全体の売上

 高は、４，８５８百万円と前年同四半期に比べ、１１．２％増加いたしました。営業利益は、大型セラミックス部 

 品製造設備の減価償却費の負担減があり、２２５百万円を計上しました。 

  

  

    （１）資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期末の資産合計は、前期末に比べ２，９０４百万円減少し、１０９，５６３百万円となりました。これ

は、たな卸資産の増加等により、流動資産が前期末に比べ２，３１７百万円増加した一方、株式相場の下落による投

資有価証券の評価減等により、固定資産が前期末に比べ、５，２２２百万円減少したことによるものであります。 

負債合計では、流動負債において、大型プラントの受注増に係る前受金の増加などがありましたが、固定負債で繰

延税金負債の減少などがあり、前期末に比べ１，２８５百万円減少して４５，３０２百万円となりました。 

純資産合計は、利益剰余金の増加がありましたが、保有株式の評価減でその他有価証券評価差額金の減少があ

り、前期末に比べて１，６１９百万円減少の６４，２６１百万円となりました。 

   この結果、当第３四半期末における自己資本比率は、５７．１％（前期末５７．１％）となり、１株当たり純資産

は、１，１４８．２９円となり、前期末に比べ３０．０３円減少しました。  

   

 （２）連結キャッシュ・フローの状況に関する定性的情報 

    当第３四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３，２９４

百万円の収入、投資活動による２，８０３百万円の支出および財務活動による１，６７６百万円の支出などによって

資金の当第３四半期末残高は、前期末に比べ１，５４６百万円減少して１７，３７２百万円となりました。 

   

  下期に入り、金融危機が全世界の実体経済に深刻な影響を及ぼし、当社グループの需要先業界全般においても、需

要の急減によって想定を超える減産や投資の抑制が実施され、今後の事業環境は、より一層厳しさが増すものと予想

されます。こうした状況を受けて、主要な需要先である自動車関連、建機・工作機械、鉄鋼業界向けなどへの需要が

前回の予想より落ち込むことに加えて、株式市場の低迷による特別損失の発生が見込まれますことから、昨年１１月

に公表した通期の業績予想を次の通り修正いたします。 

（単位：百万円） 

  （注）通期の業績予想につきましては、現時点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可能性があります。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 平成２０年３月期（実績） １０７，３１９  ８，８０２ ９，５２０ ５，０１６ 

 平成２１年３月期（予想）  ９７，０００   ６，７００  ７，３００   ２，８００  
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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 

    

 ① 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ついては、実地棚卸を省略し、第２四半期連結会計期間に係る

実地棚卸を基礎として、合理的な方法により算出する方法によっております。 

 また、棚卸資産の簿価切下げについては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積も

り、簿価切下げを行う方法によっております。 

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、主として重要な加減算項目や税額控除項目に限定して算定しております。 

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おります。   

     

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） 

（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棚卸資産の評価基準及び評価方法 

棚卸資産について、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、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。 

これにより、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「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おります。 

これにより、期首の利益剰余金が６６百万円増加し、また、営業利益が１百万円減少し、経常利益及び税金

等調整前四半期純利益がそれぞれ０百万円減少しております。 

なお、セグメント情報に与える影響については、当該箇所に記載しております。 
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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 12,340 11,663 

受取手形及び売掛金 34,005 36,820 

有価証券 5,884 7,871 

商品及び製品 1,768 1,591 

仕掛品 12,606 7,943 

原材料及び貯蔵品 3,622 2,708 

その他 3,213 2,557 

貸倒引当金 △159 △194 

流動資産合計 73,280 70,963 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,484 6,699 

機械装置及び運搬具（純額） 4,827 4,272 

土地 4,727 4,635 

その他（純額） 1,011 833 

有形固定資産合計 17,050 16,441 

無形固定資産   

のれん 90 － 

その他 530 539 

無形固定資産合計 620 539 

投資その他の資産   

投資有価証券 15,026 21,030 

その他 3,662 3,592 

貸倒引当金 △76 △98 

投資その他の資産合計 18,612 24,524 

固定資産合計 36,283 41,505 

資産合計 109,563 112,468 
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 19,151 20,109 

短期借入金 3,281 2,668 

1年内償還予定の社債 － 1,500 

未払法人税等 374 1,986 

賞与引当金 955 1,984 

役員賞与引当金 130 97 

プラント保証引当金 584 567 

受注損失引当金 59 117 

その他の引当金 8 － 

その他 14,444 9,288 

流動負債合計 38,989 38,321 

固定負債   

社債 2,500 2,500 

長期借入金 383 427 

退職給付引当金 2,225 2,123 

役員退職慰労引当金 172 153 

環境安全対策引当金 328 333 

その他 701 2,729 

固定負債合計 6,312 8,266 

負債合計 45,302 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 51,198 49,258 

自己株式 △1,137 △1,133 

株主資本合計 62,060 60,125 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,550 4,339 

繰延ヘッジ損益 0 － 

為替換算調整勘定 △1,027 △237 

評価・換算差額等合計 523 4,101 

少数株主持分 1,677 1,653 

純資産合計 64,261 65,880 

負債純資産合計 109,563 112,468 

新東工業㈱(6339)　平成21年３月期　　第３四半期決算短信

-6-



（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 74,265

売上原価 53,542

売上総利益 20,723

販売費及び一般管理費 15,008

営業利益 5,715

営業外収益  

受取利息 176

受取配当金 350

負ののれん償却額 4

持分法による投資利益 148

その他 216

営業外収益合計 895

営業外費用  

支払利息 114

その他 98

営業外費用合計 213

経常利益 6,397

特別利益  

固定資産売却益 7

投資有価証券売却益 74

特別利益合計 81

特別損失  

固定資産除売却損 109

減損損失 34

投資有価証券売却損 0

投資有価証券評価損 1,354

関係会社株式売却損 35

持分変動損失 21

特別損失合計 1,555

税金等調整前四半期純利益 4,923

法人税、住民税及び事業税 1,736

法人税等調整額 354

法人税等合計 2,091

少数株主利益 117

四半期純利益 2,714
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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 20,201

売上原価 13,489

売上総利益 6,711

販売費及び一般管理費 4,680

営業利益 2,030

営業外収益  

受取利息 54

受取配当金 133

持分法による投資利益 98

その他 60

営業外収益合計 347

営業外費用  

支払利息 37

その他 15

営業外費用合計 53

経常利益 2,324

特別利益  

固定資産売却益 3

投資有価証券売却益 59

特別利益合計 63

特別損失  

固定資産除売却損 10

投資有価証券評価損 1,158

特別損失合計 1,168

税金等調整前四半期純利益 1,218

法人税、住民税及び事業税 199

法人税等調整額 360

法人税等合計 560

少数株主利益 35

四半期純利益 623
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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 4,923

減価償却費 1,479

のれん償却額 0

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,029

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 32

受注損失引当金の増減額（△は減少） △46

貸倒引当金の増減額（△は減少） △40

退職給付引当金の増減額（△は減少） 102

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 27

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） △4

受取利息及び受取配当金 △527

支払利息 114

為替差損益（△は益） △22

持分法による投資損益（△は益） △148

有価証券売却損益（△は益） △74

有形固定資産除売却損益（△は益） 88

減損損失 34

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 1,366

関係会社株式売却損益（△は益） 35

売上債権の増減額（△は増加） 2,421

たな卸資産の増減額（△は増加） △6,123

仕入債務の増減額（△は減少） △624

未払消費税等の増減額（△は減少） △141

前受金の増減額（△は減少） 4,834

その他 39

小計 6,489

利息及び配当金の受取額 549

利息の支払額 △121

法人税等の支払額 △3,623

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,294

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 △1,830

定期預金の払戻による収入 1,476

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 △2,420

有形固定資産の売却による収入 97

投資有価証券の取得による支出 △913

投資有価証券の売却及び償還による収入 1,041

貸付けによる支出 △2

貸付金の回収による収入 31

無形固定資産の取得による支出 △144

営業譲受による支出 △172

その他 2

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,803
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（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) 

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） 748

長期借入金の返済による支出 △68

社債の償還による支出 △1,501

自己株式の取得による支出 △4

配当金の支払額 △811

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 △1,676

現金及び現金同等物に係る換算差額 △360

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,546

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 17,372
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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 

（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） 

 「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、当第３四半期連結累計期間の営業利益が、鋳造分野で３百万円増加し、投射材・研磨材分野で４百

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  23,191  14,463 9,545 4,097 3,846 16,054 3,066  74,265 － 74,265

(2)セグメント間の内

部売上高又は振

替高 
 －  － － － － 994 1,791  2,786 (2,786) －

計  23,191  14,463 9,545 4,097 3,846 17,048 4,858  77,051 (2,786) 74,265

営業利益 

（△は営業損失）  1,766  1,407 908 △139 124 2,307 225  6,600 (885) 5,715

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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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  

（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） 

「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、当第３四半期連結累計期間の営業利益が北アメリカで１５百万円増加し、アジアで１７百万円減少して

いる。   

  

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。  

  

〔所在地別セグメント情報〕 

  
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 

 59,505  2,969  5,580  3,163  3,046  74,265  －  74,265

(2)セグメント

間の内部売

上高又は振

替高 

 922  2  272  1,158  82  2,437 (2,437)  －

計  60,428  2,971  5,852  4,321  3,129  76,703 (2,437)  74,265

営業利益 

（△は営業損失） 
 5,675  △169  587  394  308  6,795 (1,080)  5,715

〔海外売上高〕 

  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）  3,659  4,470  10,929  3,003  22,062

Ⅱ 連結売上高（百万円）                          74,265

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 4.9  6.0  14.7  4.0  29.7

（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」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１） （要約）四半期連結損益計算書 

  

  

  

  

  

科                 目 

前第3四半期 連結累計期間 

  （平成19年4月1日 

     ～平成19年12月31日）    

金額（百万円） 百分比（％） 

Ⅰ 売上高 78,382 100.0

Ⅱ 売上原価 58,154 74.2

  売上総利益 20,227 25.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費 14,232 18.2

  営業利益 5,995 7.6

Ⅳ 営業外収益 787 1.0

Ⅴ 営業外費用 255 0.3

  経常利益 6,526 8.3

Ⅵ 特別利益 17 0.0

Ⅶ 特別損失 67 0.0

  税金等調整前四半期純利益 6,476 8.3

  法人税、住民税及び事業税 2,769 3.6

  法人税等調整額 △ 6 △ 0.0

  少数株主利益 89 0.1

  四半期純利益 3,624 4.6
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 区     分 

前第3四半期 連結累計期間 

  （平成19年4月1日 

    ～平成19年12月31日） 

金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

  税金等調整前四半期純利益 6,476

  減価償却費 1,498

  賞与引当金の増減額（減少は△） △ 941

  受取利息及び受取配当金 △ 483

  売上債権の増減額（増加は△） △ 1,130

  たな卸資産の増減額（増加は△） △ 1,054

  仕入債務の増減額（減少は△） △ 950

  前受金の増減額（減少は△） 653

  その他 310

   小計 4,374

  利息及び配当金の受取額 548

  利息の支払額 △ 107

  法人税等の支払額 △ 4,091

  営業活動によるキャッシュ・フロー 723

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

  有価証券の売却等による収入 499

  有形固定資産の取得による支出 △ 1,869

  投資有価証券の取得による支出 △ 1,230

  投資有価証券の売却等による収入 1,119

  その他 303

  投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,176

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△） △ 433

  社債発行による収入 2,500

  配当金の支払額 △ 738

  その他 △ 161

  財務活動によるキャッシュ・フロー 1,166

Ⅳ    現金及び現金同等物に係る換算差額 110

Ⅴ    現金及び現金同等物の増減額（減少は△） 824

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四半期末残高 16,543
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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 （平成19年4月1日～平成19年12月31日）  

区  分 
鋳   造 表面処理 環境関連 物   流 メカトロ 投射材・ その他 計 消   去 連   結

分   野 分   野 分   野 分   野 関連分野 研磨材     又は全社   

 売 上 高                     

 (1)外部顧客に 

  対する売上高 
28,763 15,035 9,743 5,589 2,037 14,349 2,862 78,382 － 78,382

 (2)セグメント間の 

  内部売上高 

  又は振替高 

－ － 124 － 11 873 1,507 2,516 (2,516) －

計 28,763 15,035 9,868 5,589 2,049 15,223 4,369 80,898 (2,516) 78,382

 営業利益 

 （△は営業損失）  
2,866 1,266 1,107 212 57 1,415 △ 17 6,907 (912) 5,995

〔所在地別セグメント情報〕 

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

区             分 日本 北アメリカ ヨーロッパ アジア 南アメリカ 計 
消  去 

又は全社 
連結 

 売    上    高               

  (1)外部顧客に 

    対する売上高 
60,047 5,233 7,466 2,947 2,686 78,382 － 78,382

  (2)セグメント間の 

    内部売上高 

    又は振替高 

1,942 50 176 568 51 2,788 (2,788) －

計 61,989 5,283 7,643 3,516 2,737 81,170 (2,788) 78,382

 営  業  利  益 

 （△は営業損失）  
6,555 141 193 188 △ 33 7,045 (1,050) 5,995

                                         

〔海外売上高〕 

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

  区  分 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 6,082 6,438 9,480 2,622 24,623

  Ⅱ．連結売上高         78,382

  
Ⅲ．連結売上高に占める 

   海外売上高の割合 
7.8% 8.2% 12.1% 3.3% 31.4%
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