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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 5,737 ― 207 ― 236 ― 178 ―

20年3月期第3四半期 6,350 △5.7 1,438 3.3 1,298 △10.3 733 △15.4

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 12.54 12.54
20年3月期第3四半期 51.67 50.95

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 11,439 5,364 46.8 376.76
20年3月期 12,419 6,362 51.1 447.22

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  5,349百万円 20年3月期  6,350百万円

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  
 

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 ― 25.00 ― 30.00 55.00
21年3月期 ― 18.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 12.00 30.00

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 9,800 △8.5 1,000 △58.7 1,000 △52.3 600 △52.0 42.25

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  

（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。  

(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） 

※ 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。なお、上記予想に関する事項は、４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。 

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  14,200,000株 20年3月期  14,200,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  900株 20年3月期  830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  14,199,116株 20年3月期第3四半期  14,199,182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３四半期におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題を端緒とする金融市場の混乱が欧

州にまで広がり、世界経済が大きく減速していることが影響し、欧米をはじめ日本においても企業業績の

悪化により設備投資の減少や雇用情勢の悪化、個人消費の低迷により急速に景気が悪化する展開となりま

した。 

 このような状況のもと、当社グループは、既存製品の改造や価格面で競合メーカーに対しより優位に展

開可能な製品の開発、また今期より本格的に業務展開を行っている電気サーボモーター式振動試験機のな

かで、特に包装貨物用評価試験機に注力して営業展開を行ってまいりました。 

 しかしながら、当社グループの主要取引先である国内外自動車・タイヤ関連業界も急速に縮小し、相次

いで生産量の大幅削減や設備投資の削減を図っていることに加え、第３四半期連結会計期間において対米

ドルや韓国ウォンについても想定を上回る円高で推移するなど、当社を取り巻く事業環境は非常に厳しい

ものとなっております。 

 そういった状況下において、売上高につきましては、国内大手自動車メーカーより受注致しましたバラ

ンシングマシンの納入が第４四半期に延期されたことや、東南アジア向けタイヤバランサーの出荷が第４

四半期以降にずれ込んだこと及び米ドルや韓国ウォンの急激な円高による売上価格の減少などにより57

億３千７百万円となりました。 

 営業利益につきましては、主力製品であるタイヤ関連試験機の売上が上記の理由により大幅に減少した

ことや第１四半期に国内大手タイヤメーカーより当社として初めて受注した研究開発用として使用され

る大型案件の試験装置のコストが当初予算を大幅に上回ったことなどにより、２億７百万円となりました。 

 経常利益につきましては、保険内容の見直しによる保険解約返戻金の発生により５千１百万円を計上し

たことなどにより、２億３千６百万円となりました。 

 四半期純利益につきましては、棚卸資産評価損の発生などにより本社の法人税等調整額が増加したこと

などにより、１億７千８百万円となりました。 

 

２.連結財政状態に関する定性的情報 

①流動資産 

 当第３四半期における流動資産の残高は、69億８千５百万円（前期末比９億３千６百万円減）となりま

した。これは、受取手形及び売掛金が回収されたことにより売上債権が減少（前期末比17億６千１百万円

減）したことや、第４四半期以降に販売予定の仕掛品が増加（前期末比８億１千１百万円増）したことが、

主たる要因であります。 

 

②固定資産 

 当第３四半期における固定資産の残高は、44億５千４百万円（前期末比４千２百万円減）となりました。

これは、有形固定資産の減価償却により、減価償却累計額が増加（前期末比４千７百万円増）したことや、

のれんの償却により、のれんが減少（前期末比５千２百万円減）したことが、主たる要因であります。 
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③流動負債 

 当第３四半期における流動負債の残高は、44億８千４百万円（前期末比５億２千３百万円減）となりま

した。これは、賞与引当金が減少（前期末比７千５百万円減）したことや、支払手形及び買掛金が減少（前

期末比３億２千３百万円減）したこと及び未払法人税等が減少（前期末比２億８千６百万円減）したこと

が主たる要因であります。 

 

④固定負債 

 当第３四半期における固定負債の残高は、15億９千１百万円（前期末比５億４千２百万円増）となりま

した。これは、長期借入金が増加（前期末比６億３千０百万円増）したことが主たる要因であります。 

 

⑤純資産 

 当第３四半期における純資産の残高は、53億６千４百万円（前期末比９億９千８百万円減）となりまし

た。これは、為替の影響により為替換算調整勘定が減少（前期末比４億７千５百万円減）したことや、前

期の配当を支払ったことなどより利益剰余金が減少（前期末比５億３百万円減）したことが主たる要因で

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のキャッシュ・フローについては、営業活動により３億８千０百万円増加

し、投資活動により２億８千６百万円減少し、財務活動により１百万円減少した結果、現金及び現金同等

物は９億４千１百万円となりました。 

 

①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ける営業活動によるキャッシュ・フローは、３億８千０百万円の収入と

なりました。これは、第４四半期連結会計期間に売上が予定されている仕掛品の増加により、たな卸資産

が８億６千８百万円増加したものの、売上債権の回収によりキャッシュが16億６百万円増加したことなど

によるものであります。 

 

②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ける投資活動によるキャッシュ・フローは、２億８千６百万円の支出超

過となりました。これは、当第３四半期連結会計期間に定期預金の満期が到来したことにより、定期預金

の払戻による収入が３億６千９百万円あったものの、定期預金の預入による支出が４億７千４百万円あっ

たことや役員及び従業員を対象とした保険積立金の積立のために１億５千０百万円支出したことなどに

よるものであります。 
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③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ける財務活動によるキャッシュ・フローは、１百万円の支出超過となり

ました。これは、長期の運転資金調達のため長期借入金が10億０百万円増加したものの、短期借入金の返

済により１億５千０百万円支出したことや長期借入金の返済により２億１千４百万円支払ったこと及び、

配当を実施したため６億２千６百万円支出したことなど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 

 通期の業績予想につきましては、平成20年11月12日付に発表しました「平成21年３月期の通期の業績予

想」を修正しております。詳細につきましては、本日付発表の「業績予想の修正ならびに役員報酬等の減

額に関するお知らせ」をご覧ください。 

 

 

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 

 当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末

の実地棚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。 

 

(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」（企業会計基準第9号 平成18年７月５日)が適用されたこと

に伴い、第１四半期連結会計期間から適用しております。主として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、2,000千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、12ページ【所在地別セグメント情報】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」（実務対応報告第18号 

平成18年５月17日)が適用されたことに伴い、第１四半期連結会計期間から適用しております。 

  なお、これによる損益への影響はありません。 
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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 1,792,377 1,899,449

受取手形及び売掛金 2,362,594 4,123,737

有価証券 － 7,145

製品 369,119 354,950

仕掛品 1,645,494 833,752

原材料及び貯蔵品 388,906 421,581

繰延税金資産 206,489 132,365

その他 229,190 161,248

貸倒引当金 △9,110 △12,401

流動資産合計 6,985,062 7,921,830

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,576,057 1,595,115

機械装置及び運搬具 187,036 189,960

土地 1,670,092 1,682,232

その他 182,885 192,110

減価償却累計額 △937,526 △890,078

有形固定資産合計 2,678,544 2,769,341

無形固定資産   

のれん 264,610 317,532

その他 72,347 73,285

無形固定資産合計 336,957 390,817

投資その他の資産   

投資有価証券 181,856 221,588

長期貸付金 32,810 35,560

繰延税金資産 1,575 7,258

保険積立金 1,072,715 922,525

その他 216,631 213,032

貸倒引当金 △66,168 △62,437

投資その他の資産合計 1,439,420 1,337,526

固定資産合計 4,454,922 4,497,686

資産合計 11,439,985 12,419,516
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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 1,558,253 1,882,179

短期借入金 1,781,000 1,931,000

1年内償還予定の社債 20,000 20,000

1年内返済予定の長期借入金 373,165 218,328

未払法人税等 27,273 313,873

繰延税金負債 － 229

前受金 335,284 219,278

賞与引当金 47,207 123,003

製品保証引当金 97,661 63,991

その他 244,587 235,829

流動負債合計 4,484,432 5,007,713

固定負債   

社債 110,000 120,000

長期借入金 988,825 358,455

繰延税金負債 100,685 144,468

退職給付引当金 182,906 223,291

役員退職慰労引当金 208,802 202,802

固定負債合計 1,591,219 1,049,016

負債合計 6,075,651 6,056,729

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,023,100 1,023,100

資本剰余金 936,400 936,400

利益剰余金 4,041,377 4,544,902

自己株式 △2,044 △1,978

株主資本合計 5,998,833 6,502,423

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △29,535 △8,070

為替換算調整勘定 △619,579 △144,205

評価・換算差額等合計 △649,114 △152,276

少数株主持分 14,615 12,640

純資産合計 5,364,333 6,362,787

負債純資産合計 11,439,985 12,419,516
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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 5,737,242

売上原価 3,848,411

売上総利益 1,888,831

販売費及び一般管理費  

運賃 154,924

製品保証引当金繰入額 90,083

貸倒引当金繰入額 8,172

役員報酬 153,540

給料 396,756

賞与引当金繰入額 10,056

退職給付費用 *1  △5,942

役員退職慰労引当金繰入額 6,000

減価償却費 31,186

研究開発費 30,252

その他 806,094

販売費及び一般管理費合計 1,681,124

営業利益 207,706

営業外収益  

受取利息及び配当金 44,969

保険解約返戻金 51,097

その他 16,840

営業外収益合計 112,907

営業外費用  

支払利息 37,588

持分法による投資損失 3,185

売上債権売却損 2,175

為替差損 8,701

支払手数料 21,062

その他 11,445

営業外費用合計 84,159

経常利益 236,454

特別損失  

固定資産除却損 239

固定資産売却損 295

ゴルフ会員権評価損 4,900

特別損失合計 5,435

税金等調整前四半期純利益 231,019

法人税、住民税及び事業税 149,508

法人税等調整額 △100,097

法人税等合計 49,411
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(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) 

少数株主利益 3,574

四半期純利益 178,033
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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 231,019

減価償却費 78,856

のれん償却額 52,922

持分法による投資損益（△は益） 3,185

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8,134

賞与引当金の増減額（△は減少） △75,182

製品保証引当金の増減額（△は減少） 34,786

退職給付引当金の増減額（△は減少） △36,239

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,000

受取利息及び受取配当金 △44,969

支払利息 37,588

保険返戻金 △51,097

為替差損益（△は益） 9,305

売上債権の増減額（△は増加） 1,606,867

たな卸資産の増減額（△は増加） △868,230

仕入債務の増減額（△は減少） △296,162

前受金の増減額（△は減少） 153,910

その他 △21,645

小計 829,050

利息及び配当金の受取額 39,987

利息の支払額 △33,714

保険金の受取額 51,097

法人税等の支払額 △505,859

営業活動によるキャッシュ・フロー 380,561

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 △474,372

定期預金の払戻による収入 369,705

有形固定資産の取得による支出 △47,606

無形固定資産の取得による支出 △14,011

保険積立金の積立による支出 △150,190

その他 29,769

投資活動によるキャッシュ・フロー △286,706
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(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) 

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） △150,000

長期借入れによる収入 1,000,000

長期借入金の返済による支出 △214,793

社債の償還による支出 △10,000

自己株式の取得による支出 △65

配当金の支払額 △626,418

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,276

現金及び現金同等物に係る換算差額 △67,327

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 25,250

現金及び現金同等物の期首残高 915,900

現金及び現金同等物の四半期末残高 941,151
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注記事項 

（四半期連結損益計算書関係） 

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) 

＊１ 退職給付費用  

 退職給付費用がマイナスとなっている主たる要因は、平成20年６月１日より、適格退職年金制度から

確定給付企業年金制度(規約型)への移行に伴うものであります。 

 

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 

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) 

  該当事項はありません。 
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(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) 

 当社及び連結子会社の事業は、計測器の製造、販売を事業内容とする単一事業区分であるため、

事業の種類別セグメント情報は作成しておりません。 

 

【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） 

(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。 

(注２) 営業費用はすべて関連するセグメントに配賦しております。 

(注３) 会計処理の方法の変更 

   (棚卸資産の評価に関する会計基準) 

    ４ページ【定性的情報・財務諸表等】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｢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)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

に比べて当第３四半期連結累計期間の｢日本｣の営業利益が、2,000千円減少しております。 

【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） 

 

 米州 中国 
アジア 

(中国を除く)
その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 430,633 1,283,284 1,058,096 89,680 2,861,695

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － －  5,737,242

Ⅲ 連結売上高に占める海外
売上高の割合（％） 

7.5 22.4 18.4 1.6 49.9

(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。 

(注２) 各区分に属する主な国又は地域 

①米州････････････････････米国、メキシコ、ブラジル 

②アジア（中国を除く）････韓国、タイ、インドネシア、インド、フィリピン 

③その他･･････････････････ポーランド 

(注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 

 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) 

該当事項はありません。 

 
日本 

(千円) 

米国 

(千円) 

韓国 

(千円) 

中国 

(千円) 

その他 

(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 

4,914,319 396,791 315,044 98,254 12,831 5,737,242 －  5,737,242

(2)セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

430,508 41,018 481,835 109,104 37,142 1,099,610 (1,099,610) － 

計 5,344,828 437,810 796,880 207,359 49,974 6,836,852 (1,099,610) 5,737,242

営業利益又は 
営業損失(△) 

280,525 △74,272 135,178 △61,329 11,455 291,557 (83,850) 207,706
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【参考資料】 
（要約）前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) 

区分  金額(千円) 

Ⅰ 売上高  6,350,661

Ⅱ 売上原価  3,279,540

  売上総利益  3,071,120

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,632,425

  営業利益  1,438,695

Ⅳ 営業外収益  56,553

 １ 受取利息及び配当金  46,267

 ２ その他  10,286

Ⅴ 営業外費用  196,376

 １ 支払利息  19,434

 ２ 売上債権譲渡損  5,774

 ３ 為替差損  120,734

 ４ 貸倒損失  36,000

 ５ その他  14,433

  経常利益  1,298,871

Ⅵ 特別損失  1,222

 １ 固定資産除却損  1,093

 ２ 固定資産売却損  129

  税金等調整前四半期純利益  1,297,649

  法人税、住民税 
  及び事業税 

 494,119

  法人税等調整額  66,953

  少数株主利益  2,874

  四半期純利益  733,700
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６．その他の情報 

（生産、受注及び販売の状況） 

 

(1) 生産実績 

前年同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)

前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日)製品区分 

生産高(千円) 構成比(％) 生産高(千円) 構成比(％) 生産高(千円) 構成比(％)

バランシングマシン 6,062,925 82.9 4,648,704 67.3 8,070,368 76.9

シャフト歪自動矯正機 613,420 8.4 632,553 9.2 765,547 7.3

その他 638,776 8.7 1,622,290 23.5 1,660,555 15.8

合 計 7,315,121 100.0 6,903,547 100.0 10,496,470 100.0

(注1) 金額は、販売価格によっております。 

(注2) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(2) 受注状況 

①受注高 

前年同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)

前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日)製品区分 

受注高(千円) 構成比(％) 受注高(千円) 構成比(％) 受注高(千円) 構成比(％)

バランシングマシン 6,994,125 78.1 3,956,951 64.6 9,006,901 75.8

シャフト歪自動矯正機 611,470 6.8 447,591 7.3 806,100 6.8

その他 1,348,065 15.1 1,724,782 28.1 2,070,429 17.4

合 計 8,953,661 100.0 6,129,325 100.0 11,883,431 100.0

(注1) 金額は、受注価格によっております。 

(注2) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

②受注残高 

前年同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) 

前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 製品区分 

受注残高(千円) 構成比(％) 受注残高(千円) 構成比(％) 受注残高(千円) 構成比(％)

バランシングマシン 5,994,516 80.0 4,321,725 72.8 4,741,259 73.4 

シャフト歪自動矯正機 530,507 7.1 307,188 5.2 472,158 7.3 

その他 970,176 12.9 1,308,853 22.0 1,246,504 19.3 

合 計 7,495,200 100.0 5,937,766 100.0 6,459,922 100.0 

(注1) 金額は、受注価格によっております。 

(注2) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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 (3) 販売実績 

前年同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)

前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日)製品区分 

売上高(千円) 構成比(％) 売上高(千円) 構成比(％) 売上高(千円) 構成比(％)

バランシングマシン 5,183,289 81.6 3,613,286 63.0 8,069,267 78.1

シャフト歪自動矯正機 518,525 8.2 587,699 10.2 766,549 7.4

その他 648,845 10.2 1,536,256 26.8 1,499,662 14.5

合 計 6,350,661 100.0 5,737,242 100.0 10,335,479 100.0

(注1) 金額は、販売価格によっております。 

(注2) 主要な相手先別の販売実績等については、当該割合が10％以下のため記載を省略しております。 

(注3) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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