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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 29,351 ― 1,268 ― 1,097 ― △304 ―
20年3月期第3四半期 28,631 10.6 2,146 81.8 2,018 80.9 1,279 66.4

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 △23.72 ―
20年3月期第3四半期 100.12 99.74

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 32,164 11,054 34.4 876.45
20年3月期 31,964 12,018 37.6 934.12

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  11,054百万円 20年3月期  12,018百万円

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  

現時点での、期末配当予想額は未定であります。  

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 ― 8.00 ― 10.00 18.00
21年3月期 ― 12.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― ― ―

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 35,000 △10.7 450 △85.2 △140 ― △1,450 ― △114.96

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【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） 

（１）平成20年10月30日公表の通期業績予想は、本日平成21年２月５日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」において修正しております。 
（２）本資料に記載の業績予想は、現在入手している情報による判断及び仮定に基づいた予想であり、リスクや不確実性を含んでいます。実際の業績は、今後様々な要
因により、これら業績予想とは大きく異なる結果となる可能性があります。 
（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。  

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3四半期  12,938,639株 20年3月期  12,938,639株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  325,704株 20年3月期  73,004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  12,837,173株 20年3月期第3四半期  12,778,228株
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当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、米国発の金融危機以降、世界経済が急減速する中

で、日本経済の取り巻く環境も急速に悪化しております。 

 当社の主要販売先である自動車業界は、米国の金融不安が世界に波及し、世界的な自動車販売不振とな

り、急激な市場の縮小にメーカー各社が減産により生産調整を実施するなど対応を余儀なくされておりま

す。 

このような状況の中、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高は293億51百万円（前年同期比2.5％

増）、営業利益は12億68百万円（前年同期比40.9％減）、経常利益は10億97百万円（前年同期比45.7％

減）となりました。また、特別損失として、ゆめぽりす工場の一部生産設備に関する減損損失、ＰＣＢ

（ポリ塩化ビフェニル）廃棄物の処理費用として環境対策引当金など11億３百万円が発生し、四半期純損

失は３億４百万円（前年同期12億79百万円の利益）となりました。 

  

セグメント別の動向は、次のとおりです。 

エンジン部品事業は、戦略製品（コネクティングロッド、シリンダーヘッド、シリンダーブロック）に

集中した受注活動を継続しておりますが、昨年11月以降自動車メーカー各社が減産した影響を受け売上が

減少しました。 

  その結果、売上高は210億20百万円（前年同期比0.6％減）、営業利益は７億76百万円（前年同期比

52.0％減）となりました。 

 工作機械事業は、専用工作機とワイヤソーを含めております。専用工作機は、主要顧客である自動車メ

ーカーや建機メーカーからの受注により売上高は前年同期並となりました。 

ワイヤソーでは、太陽電池市場は金融危機以降伸びが停滞しているものの、太陽電池用シリコン加工用ワ

イヤソーの販売が増加し、売上高は前年同期比103.9％増加しました。 

 その結果、売上高は57億4百万円（前年同期比13.8％増）、営業利益は７億14百万円（前年同期比

70.5％増）となりました。 

環境機器事業は、主力の浄化槽用エアーポンプでは、新製品の省エネポンプが順調に販売を拡大しまし

た。 

  その結果、売上高は17億63百万円（前年同期比11.7％増）となりましたが、第２四半期に計上した売掛

債権に対する貸倒引当金を増額し１億25百万円を販売費及び一般管理費に計上したことで、営業損失は36

百万円（前年同期は84百万円の利益）となりました。 

  検査測定装置ほかの事業は、主力製品である半導体検査測定装置が、世界的な半導体関連の需要減退を

受けて、国内半導体製造メーカーの設備投資が依然として低水準であります。 

 その結果、売上高は８億62百万円（前年同期比2.2％減）、営業損失は62百万円（前年同期は24百万円

の利益）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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当第３四半期連結会計期間末の総資産は321億64百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億円

（0.6％）増加いたしました。  

（流動資産）  

 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175億72百万円で、前連結会計年度末に比べ20百

万円（0.1％）増加いたしました。  

 この増加の主な要因は、売上債権の減少（11億21百万円）がありましたが、ワイヤソーの受注残高の増

加等に伴うたな卸資産の増加（９億29百万円）及び還付法人税等の増加に伴う仮払金の増加（４億74百万

円）等によるものであります。  

（固定資産）  

 当第３四半期連結会計期間末における固定資産の残高は145億91百万円となり、前連結会計年度末に比べ

１億79百万円（1.2％）増加いたしました。  

 この増加の主な要因は、投資有価証券の売却及び時価評価額の減少等により、投資その他の資産の減少

（２億84百万円）がありましたが、エンジン部品の新規受注対応等を目的として設備投資を行ったこと等

により有形固定資産が増加（４億55百万円）したこと等によるものです。  

（流動負債）  

 当第３四半期連結会計期間末における流動負債の残高は126億37百万円で前連結会計年度末に比べ６億69

百万円（5.6％）増加いたしました。  

 この増加の主な要因は、未払法人税等の減少（８億31百万円）及び賞与引当金の減少（４億49百万円）

がありましたが、仕入債務の増加（10億35百万円）及び短期借入金の増加（４億10百万円）等によるもの

であります。  

（固定負債）  

 当第３四半期連結会計期間末における固定負債の残高は84億73百万円で前連結会計年度末に比べ４億94

百万円（6.2％）増加いたしました。  

 この増加の主な要因は、繰延税金負債の減少（３億73百万円）がありましたが、長期未払金の増加（７

億30百万円）等によるものであります。  

（純資産）  

 当第３四半期連結会計期間末における純資産の残高は110億54百万円となり前連結会計年度末に比べ９億

63百万円（8.0％）減少いたしました。  

 この減少の主な要因は、利益剰余金の減少（５億96百万円）、自己株式の減少（１億３百万円）及び評

価・換算差額等の減少（２億63百万円）等によるものであります。 

  
  

第３四半期の連結業績を踏まえ、業績予想の見直しを行った結果、平成20年10月30日に発表した 

平成２１年３月期の通期業績予想（連結・個別）を修正しております。 

詳細は、本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」を参照ください。 

  
  

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
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該当事項はありません。 
  

①たな卸資産の評価方法 
 当第３四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度末
の実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 
また、たな卸資産の簿価切下げに関しては、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
見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 
 ②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、売却又は除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額を期間按
分する方法によっております。ただし、生産設備については、当第３四半期連結累計期間の取得、売却
又は除却等の実績に基づき減価償却費を計上しております。 
 なお、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して算
定する方法によっております。 
 ③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 
 連結財務諸表における重要性が乏しい連結会社については、四半期財務諸表における税金費用の計算
にあたり、税引前四半期純利益に、前年度の損益計算書における税効果会計適用後の法人税等の負担率
を乗じて計算する方法を採用しております。 
  

  

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。 
②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

「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、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿
価切下げの方法）に変更しております。 
 この結果、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売上総利益、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76,727千円減少しております。 
なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 
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 

「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)を第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な修正を
行っております。 
 この結果、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、経常利益及び
税金等調整前四半期純利益は、それぞれ3,256千円減少しております。 
なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

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
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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 3,043,216 2,888,345 

受取手形及び売掛金 7,745,168 8,867,088 

商品及び製品 954,151 1,027,598 

仕掛品 2,973,434 2,147,159 

原材料及び貯蔵品 1,259,047 1,082,700 

繰延税金資産 253,067 498,726 

未収入金 687,745 752,323 

その他 794,347 320,796 

貸倒引当金 △137,345 △32,268 

流動資産合計 17,572,834 17,552,470 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 8,316,815 8,232,046 

減価償却累計額 △5,123,390 △4,948,277 

建物及び構築物（純額） 3,193,424 3,283,769 

機械装置及び運搬具 21,173,758 20,237,533 

減価償却累計額 △15,289,089 △14,410,295 

機械装置及び運搬具（純額） 5,884,668 5,827,237 

工具、器具及び備品 6,531,357 6,471,451 

減価償却累計額 △5,780,638 △5,500,454 

工具、器具及び備品（純額） 750,718 970,997 

土地 1,909,444 1,931,107 

建設仮勘定 1,005,741 275,262 

有形固定資産合計 12,743,997 12,288,375 

無形固定資産 

その他 121,347 112,142 

無形固定資産合計 121,347 112,142 

投資その他の資産 

投資有価証券 532,793 746,303 

繰延税金資産 11,892 11,961 

その他 1,207,037 1,275,298 

貸倒引当金 △25,209 △22,100 

投資その他の資産合計 1,726,513 2,011,462 

固定資産合計 14,591,859 14,411,979 

資産合計 32,164,693 31,964,450 
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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 6,531,471 5,495,962 

短期借入金 2,830,694 2,419,791 

未払金 2,243,402 2,226,381 

未払法人税等 121,956 953,344 

賞与引当金 127,563 576,610 

役員賞与引当金 9,075 44,400 

設備関係支払手形 154,843 13,901 

リース資産減損勘定 164,976 9,694 

その他 453,019 227,375 

流動負債合計 12,637,002 11,967,461 

固定負債 

長期借入金 7,422,235 7,420,115 

繰延税金負債 87,943 461,270 

退職給付引当金 53,523 48,547 

役員退職慰労引当金 44,125 33,600 

環境対策引当金 119,565 － 

長期リース資産減損勘定 745,671 15,349 

固定負債合計 8,473,063 7,978,882 

負債合計 21,110,066 19,946,343 

純資産の部 

株主資本 

資本金 2,142,256 2,142,256 

資本剰余金 2,114,881 2,114,881 

利益剰余金 6,952,399 7,549,283 

自己株式 △130,285 △26,862 

株主資本合計 11,079,252 11,779,558 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 96,182 230,196 

為替換算調整勘定 △120,807 8,351 

評価・換算差額等合計 △24,624 238,548 

純資産合計 11,054,627 12,018,107 

負債純資産合計 32,164,693 31,964,450 
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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 29,351,411 

売上原価 25,903,618 

売上総利益 3,447,793 

販売費及び一般管理費 

販売手数料 100,408 

広告宣伝費 17,435 

荷造及び発送費 479,325 

貸倒引当金繰入額 125,085 

給料手当及び福利費 714,887 

役員報酬 136,284 

賞与引当金繰入額 32,284 

役員賞与引当金繰入額 9,075 

退職給付費用 25,223 

役員退職慰労引当金繰入額 10,525 

減価償却費 57,315 

その他 471,424 

販売費及び一般管理費合計 2,179,274 

営業利益 1,268,519 

営業外収益 

受取利息 6,423 

受取配当金 4,944 

受取賃貸料 16,868 

助成金収入 25,797 

その他 21,739 

営業外収益合計 75,773 

営業外費用 

支払利息 118,337 

為替差損 54,155 

その他 74,726 

営業外費用合計 247,220 

経常利益 1,097,073 

特別利益 

投資有価証券売却益 79,676 

固定資産売却益 43,917 

貸倒引当金戻入額 20,034 

特別利益合計 143,627 

特別損失 

固定資産除却損 19,689 

リース解約損 20,164 

投資有価証券売却損 157 

減損損失 943,557 

環境対策引当金繰入額 119,565 

特別損失合計 1,103,133 

税金等調整前四半期純利益 137,567 

法人税、住民税及び事業税 521,175 

法人税等調整額 △79,153 

法人税等合計 442,021 

四半期純損失（△） △304,453 
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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 137,567 

減価償却費 1,963,910 

減損損失 943,557 

有形固定資産売却損益（△は益） △43,917 

有形固定資産除却損 19,689 

投資有価証券売却損益（△は益） △79,519 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 108,185 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,487 

前払年金費用の増減額（△は増加） 89,268 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 10,525 

賞与引当金の増減額（△は減少） △449,047 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △35,325 

為替差損益（△は益） 51,308 

助成金収入 △25,797 

受取利息及び受取配当金 △11,367 

支払利息 118,337 

売上債権の増減額（△は増加） 1,086,919 

たな卸資産の増減額（△は増加） △960,276 

仕入債務の増減額（△は減少） 1,052,776 

未収消費税等の増減額（△は増加） 230,215 

その他 △701,473 

小計 3,513,025 

利息及び配当金の受取額 19,661 

利息の支払額 △96,244 

助成金の受取額 25,797 

法人税等の支払額 △1,481,343 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,980,896 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

定期預金の増減額（△は増加） △2 

投資有価証券の取得による支出 △96,327 

投資有価証券の売却による収入 206,378 

有形固定資産の取得による支出 △1,798,075 

有形固定資産の売却による収入 73,780 

無形固定資産の取得による支出 △23,192 

長期前払費用の取得による支出 △44,566 

貸付けによる支出 △100,000 

貸付金の回収による収入 24,000 

その他 △74,585 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,832,590 

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） 180,000 

長期借入れによる収入 1,281,154 

長期借入金の返済による支出 △1,048,130 

自己株式の取得による支出 △103,423 

配当金の支払額 △283,043 

財務活動によるキャッシュ・フロー 26,556 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △19,993 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 154,868 

現金及び現金同等物の期首残高 2,396,269 

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 2,551,138 

- 8 -

㈱安永(7271) 　平成21年3月期　第3四半期決算短信



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。 

  

【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 各事業区分の主要製品 
 （1）エンジン部品…………コネクティングロッド、シリンダーヘッド、シリンダーブロック、 
              ラッシュアジャスター、カムシャフト、エキゾーストマニホールド他 
  （2）工作機械………………トランスファーマシン、セルマシン等の専用工作機械、ワイヤソー他 
 （3）環境機器………………各種エアーポンプ、ディスポーザ他 
 （4）検査測定装置ほか……半導体外観検査装置、レーザセンサ、運送業他 
３ 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の通り、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」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企 
 業会計基準第９号）を適用し、たな卸資産の評価基準を原価法から原価法（収益性の低下による 
 簿価切下げの方法）に変更しております。 
  この変更に伴い、従来の方法と比較して、営業利益はエンジン部品が29,782千円、工作機械が  
 25,537千円それぞれ減少し、営業損失は環境機器が20,400千円、検査測定装置ほかが1,006千円そ  
 れぞれ増加しております。 
４ 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の通り、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」（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、連結決算上必要な修正を行  
 っております。 
  この変更に伴い、従来の方法と比較して、営業利益はエンジン部品が2,369千円減少し、営業損 
 失は環境機器が886千円増加しております。 
５ 追加情報 
  第１四半期連結会計期間より、有形固定資産（機械装置）の耐用年数が10～12年のものを９年 
 に変更しております。 
  この変更に伴い、従来の方法と比較して、営業利益はエンジン部品が94,954千円、工作機械が 
 2,560千円それぞれ減少し、営業損失は環境機器が613千円、検査測定装置ほかが153千円それぞれ 
 増加しております。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

エンジン 
部品(千円)

工作機械
(千円)

環境機器
（千円）

検査測定
装置ほか 
(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

21,020,382 5,704,913 1,763,869 862,245 29,351,411 ― 29,351,411

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

1,013 468,943 466 451,575 921,998 (921,998) ―

計 21,021,396 6,173,856 1,764,335 1,313,821 30,273,410 (921,998) 29,351,411

営業利益又は営業損失
（△）

776,873 714,146 △36,172 △62,174 1,392,672 (124,153) 1,268,519
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【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) 

   

 全セグメントの売上高合計に占める「本邦」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。 

  

【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) 

 
(注)１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。  

     ２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域  
    （1）アジア……………韓国、インドネシア、中国、台湾、タイほか  
    （2）その他の地域……アメリカ、オーストラリア、ドイツほか  
   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。 

  

自己株式の取得  
 当社は、平成20年10月30日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み  
替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式を取得することを決議し、普通株式  
252,700株を取得しました。この結果、当第３四半期連結会計期間において自己株式が103,423  
千円増加し、130,285千円となっております。 

  

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 6,873,325 2,547,138 9,420,463

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 29,351,411

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

23.4 8.7 32.1

(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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前第３四半期に係る財務諸表等 

（１）四半期連結損益計算書 

 
  

「参考」

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)

区分 金額(百万円)

Ⅰ 売上高 28,631

Ⅱ 売上原価 24,402

   売上総利益 4,229

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,083

   営業利益 2,146

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息及び配当金 15

 ２ その他 50

  営業外収益合計 66

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息他 112

 ２ その他 82

  営業外費用合計 194

   経常利益 2,018

Ⅵ 特別利益 186

Ⅶ 特別損失 19

   税金等調整前 

   四半期純利益
2,184

   税金費用 905

   四半期純利益 1,279
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（２）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 
  

（３）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)

区分 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 2,184
   減価償却費 1,755
   減損損失 16
   固定資産除去損 2
   退職給付引当金の増減額（△減少額） 9
   前払年金費用の増減額(△増加額) △131
   役員退職給与引当金の増減額（△減少額） △125
   賞与引当金の増減額(△減少額) △331
   役員賞与引当金の増減額（△減少額） △9
   受取利息及び受取配当金 △15
   支払利息 112
   為替差損益（△差益） 64
   受取補償金 △177
   売上債権の増減額（△増加額） △1,090
   たな卸資産の増減額(△増加額) △759
   仕入債務の増減額(△減少額) 601
   未収消費税等の増減額(△増加額) 39
   その他 624
    小計 2,767
   利息及び配当金の受取額 16
   利息の支払額 △112
   確定拠出年金移行に伴う支払額 △26
   補償金の受取額 177
   法人税等の支払額 △887
   営業活動によるキャッシュ・フロー 1,934
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   定期預金の純増減額(△増加額) 81
   有形固定資産の取得による支出額 △1,438
   有形固定資産の売却による収入額 178
   投資有価証券の取得による支出額 △6
   その他 △90
   投資活動によるキャッシュ・フロー △1,275
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 300
   長期借入による収入額 100
   長期借入金の返済による支出額 △1,420
   配当金の支払額 △204
   その他 33
   財務活動によるキャッシュ・フロー △1,191
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △4
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(△減少額) △536
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 3,005
Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 2,468

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)

エンジン 工作機械 環境機器 検査測定 連結合計

部品(百万円) (百万円) (百万円) 装置ほか(百万円) (百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売上高 21,157 5,013 1,579 881 28,631

   営業利益 1,617 418 84 24 2,146
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