
平成22年3月期 第1四半期決算短信 

平成21年8月5日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 新東工業株式会社 上場取引所 東 名 

コード番号 6339 URL http://www.sinto.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 永井 淳

問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役 （氏名） 近藤 浩 TEL 052-582-9211
四半期報告書提出予定日 平成21年8月7日

配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30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 ％

22年3月期第1四半期 13,144 △43.9 △861 ― △730 ― △642 ―

21年3月期第1四半期 23,451 ― 1,237 ― 1,487 ― 910 ―

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

22年3月期第1四半期 △11.79 ―

21年3月期第1四半期 16.70 ―

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

22年3月期第1四半期 97,954 64,494 64.3 1,156.24
21年3月期 102,917 63,632 60.4 1,140.43

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  63,014百万円 21年3月期  62,154百万円

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

21年3月期 ― 8.00 ― 8.00 16.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

5.00 ― 5.00 10.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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

第2四半期 
連結累計期間

33,000 △39.0 △1,100 ― △1,100 ― △800 ― △14.68

通期 70,000 △28.0 △1,100 ― △1,100 ― △800 ― △14.68
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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  

（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） 

(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 

上記予想は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、
上記予想数値と異なる場合があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 1社 （社名 新東ブレーター株式会社 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 56,554,009株 21年3月期  56,554,009株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  2,054,160株 21年3月期  2,053,317株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 54,500,334株 21年3月期第1四半期 54,507,337株
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当第１四半期の経済状況は、世界的な景気後退による需要の落込みで、設備投資はもとより、雇用環境の悪化によ

る消費低迷などで、低調に推移いたしました。 

当社グループの事業環境は、昨年の秋以降、主要な需要先であります自動車、建機、工作機械をはじめ幅広い業界

での設備投資抑制や生産調整の影響を受けて、かつてない厳しい状況が継続いたしました。 

 こうした情勢下、表面処理分野の消耗材に回復の兆しが見え始めておりますが、設備需要の回復は、今しばらくの期

間を要するものと予想され、当第１四半期の受注高は１１，９１０百万円、売上高は１３，１４４百万円、受注残高は

３９，３８７百万円（前年同四半期はそれぞれ３２，７５９百万円、２３，４５１百万円、５１，６２６百万円）とな

りました。 

収益面につきましては、大幅な売上減少の影響で、営業損失８６１百万円、経常損失７３０百万円、四半期純損失

６４２百万円（前年同四半期は営業利益１，２３７百万円、経常利益１，４８７百万円、四半期純利益９１０百万

円）という結果になりました。 

各セグメント別の状況につきましては、次のとおりです。なお、当第１四半期から従来の表面処理分野と投射材・

研磨材を合算して、新たに表面処理分野として表示しております。 

   

〔鋳造分野〕 

 ロシア向けを中心に欧州市場は堅調に推移いたしましたが、国内での自動車業界等の設備投資抑制の継続によっ

て、売上高は５，２０３百万円（前年同四半期比３２．１％減）となりました。営業損益は、急激な売上減をコスト

削減努力で補えず、８８百万円の損失（前年同四半期は営業利益５１０百万円）となりました。 

 
〔表面処理分野〕 

 表面処理装置は、造船業界向けへの底堅い需要がありましたものの、主力の自動車、鉄鋼向けでの売上が低迷いた

しました。一方、装置に使用する投射材・研磨材も需要の落込みが大きく、分野全体の売上高４，８７０百万円（前

年同四半期比５０．６％減）となりました。営業損益は、装置の営業損失を投射材等で吸収できず、４５百万円の損

失（前年同四半期は営業利益９３８百万円）となりました。 

 
〔環境関連分野〕 

 集塵装置、ＶＯＣガス浄化装置ともに需要先業界全般の投資抑制や計画の先送りによって、売上高は７６８百万円

（前年同四半期比７５．２%減）となりました。営業損益は、販売減が大きく影響して２５６百万円の損失（前年同四

半期は営業利益２４９百万円）となりました。 

  

〔物流分野〕 

 低調な北米市場に加えて、国内ではリフト、コンベアともに自動車関連向けを中心に需要の低迷が継続して、売上

高は７８１百万円（前年同四半期比３５．０%減）にとどまり、営業損益は１２２百万円の損失（前年同四半期は営業

損失２０２百万円）となりました。 

  

〔メカトロ関連分野〕 

 海外向けで大型の液晶パネル搬送装置の寄与と試作用の電池製造設備向け精密ホットプレス装置の需要があり、売

上高は１，０８３百万円（前年同四半期比５５．６％増）と伸長し、営業利益は６１百万円（前年同四半期は営業利

益０百万円）となりました。 

  

〔その他分野〕 

 自動車業界向け成形機等の低迷により、売上高は９２５百万円（前年同四半期比３８．０％減）、営業損益は１百

万円の損失（前年同四半期は営業損失５百万円）となりました。 

  

 （１）資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期末における資産合計は、前期末比４，９６２百万円減の９７，９５４百万円となりました。これ

は、投資有価証券等の固定資産が前期末比２，８４７百万円増加した一方、受取手形及び売掛金、現金及び預金の

減少等により流動資産が７，８１０百万円減少したこと等によるものであります。 

負債の部では、支払手形及び買掛金等の流動負債が前期末比５，８００百万円減少したこと等により、負債合計

は、前期末比５，８２５百万円減少の３３，４５９百万円となりました。 

純資産の部では、利益剰余金が前期末比１，０７８百万円減少したものの、その他有価証券評価差額金が 

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

２．連結財政状態に関する定性的情報

- 3 -

新東工業㈱(6339)　平成22年３月期　第１四半期決算短信



１，５９１百万円増加したこと等により、純資産合計は、前期末比８６２百万円増加の６４，４９４百万円となり

ました。 

  

 （２）キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比べて１，５４３百万円減少（前連

結会計年度比７．４％減）して、１９，３０５百万円となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、１７６百万円の増加（前年同四半期は２０５百万円の増加）となりまし

た。これは主として、たな卸資産の増加による支出１，１５１百万円、仕入債務の減少による支出５，０９０百万

円があったものの、売上債権の減少による収入７，６１３百万円等に伴って資金が増加したものであります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、８１６百万円の減少（前年同四半期は２２９百万円の減少）となりまし

た。これは主として、有形固定資産の取得による支出６８０百万円、投資有価証券の取得による支出２０７百万円

等によるものであります。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、１，０９８百万円の減少（前年同四半期は１，７１４百万円の減少）と

なりました。これは、主として短期借入金の減少６３２百万円、配当金の支払による支出４１９百万円等によるも

のであります。 

   

平成２１年５月１２日に公表いたしました連結業績予想から変更を行っておりません。  

  

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新東ブレーター（株）は、平成21年４月１日をもって、当社を存続会

社とする吸収合併によって解散しております。  

②変更後の連結子会社の数 

 30社 

  

①一般債権の貸倒見積高の算定方法  

 貸倒実績率が前連結会計年度末に算定したものと比べて著しい変化がないと認められる場合、前連結会計年

度末で使用した貸倒実績率を使って貸倒見積高を算定しております。 

② 棚卸資産の評価方法 

 当第１四半期連結会計期間末における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。  

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 

 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。 

  

     売上高及び売上原価の計上基準の変更 

 機械装置の製造等に係る収益の計上基準は、従来、出荷基準及び検収基準を適用しておりましたが、「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）を当第１四半期連結会計期間より適用し、当第１四半

期連結会計期間に着手した契約から、当第１四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認

められる機械装置の製造等については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他につい

ては出荷基準及び検収基準を適用しております。 

 これにより、売上高は65百万円増加し、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ13

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は、当該箇所に記載しております。 

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
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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１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 13,361 16,150

受取手形及び売掛金 22,849 30,268

有価証券 6,390 5,284

製品 1,751 1,649

仕掛品 8,740 7,508

原材料及び貯蔵品 3,037 3,017

その他 3,447 3,494

貸倒引当金 △178 △160

流動資産合計 59,401 67,211

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,118 6,173

機械装置及び運搬具（純額） 4,369 4,557

土地 4,871 4,821

その他（純額） 1,779 1,213

有形固定資産合計 17,139 16,765

無形固定資産   

のれん 64 59

その他 854 793

無形固定資産合計 919 852

投資その他の資産   

投資有価証券 17,198 14,659

その他 3,360 3,492

貸倒引当金 △63 △64

投資その他の資産合計 20,494 18,087

固定資産合計 38,552 35,705

資産合計 97,954 102,917
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,096 15,093

短期借入金 2,443 2,956

未払法人税等 393 578

賞与引当金 835 1,598

役員賞与引当金 16 126

プラント保証引当金 591 491

受注損失引当金 22 30

環境安全対策引当金 2 2

その他 11,417 10,741

流動負債合計 25,817 31,618

固定負債   

社債 2,600 2,600

長期借入金 343 358

退職給付引当金 2,835 2,826

役員退職慰労引当金 131 178

環境安全対策引当金 323 323

その他 1,407 1,379

固定負債合計 7,641 7,666

負債合計 33,459 39,285

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 50,733 51,811

自己株式 △1,139 △1,138

株主資本合計 61,594 62,673

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,075 1,484

為替換算調整勘定 △1,655 △2,003

評価・換算差額等合計 1,420 △519

少数株主持分 1,479 1,478

純資産合計 64,494 63,632

負債純資産合計 97,954 102,917
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 23,451 13,144

売上原価 17,301 9,808

売上総利益 6,150 3,336

販売費及び一般管理費 4,912 4,198

営業利益又は営業損失（△） 1,237 △861

営業外収益   

受取利息 47 37

受取配当金 186 108

負ののれん償却額 2 0

持分法による投資利益 28 35

その他 70 60

営業外収益合計 334 243

営業外費用   

支払利息 38 31

外国源泉税 － 34

その他 45 46

営業外費用合計 84 112

経常利益又は経常損失（△） 1,487 △730

特別利益   

投資有価証券売却益 14 0

その他 0 －

特別利益合計 14 0

特別損失   

投資有価証券評価損 6 －

その他 0 0

特別損失合計 7 0

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

1,495 △731

法人税、住民税及び事業税 122 101

法人税等調整額 437 △154

法人税等合計 559 △53

少数株主利益又は少数株主損失（△） 24 △35

四半期純利益又は四半期純損失（△） 910 △642
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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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

1,495 △731

減価償却費 480 467

のれん償却額 － 0

負ののれん償却額 △2 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △978 △765

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △69 △115

受注損失引当金の増減額（△は減少） △0 △8

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8 6

退職給付引当金の増減額（△は減少） 108 7

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 10 △46

未払役員退職慰労金の増減額（△は減少） △232 －

環境安全対策引当金の増減額（△は減少） △3 －

受取利息及び受取配当金 △233 △145

支払利息 38 31

持分法による投資損益（△は益） △28 △35

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） △7 △0

売上債権の増減額（△は増加） 1,763 7,613

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,203 △1,151

仕入債務の増減額（△は減少） △362 △5,090

未払消費税等の増減額（△は減少） △31 △272

前受金の増減額（△は減少） 1,427 473

その他 561 101

小計 1,723 338

利息及び配当金の受取額 249 156

利息の支払額 △49 △46

法人税等の支払額 △1,717 △291

法人税等の還付額 － 19

営業活動によるキャッシュ・フロー 205 176

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 △0 △71

定期預金の払戻による収入 50 114

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 29 100

有形固定資産の取得による支出 △662 △680

有形固定資産の売却による収入 7 1

投資有価証券の取得による支出 △203 △207

投資有価証券の売却及び償還による収入 615 1

貸付金の回収による収入 2 6

無形固定資産の取得による支出 △11 △81

その他 △57 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △229 △816
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（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30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） 244 △632

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △19

長期借入金の返済による支出 △35 △15

社債の償還による支出 △1,501 －

自己株式の取得による支出 △1 △0

配当金の支払額 △381 △419

少数株主への配当金の支払額 △37 △10

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,714 △1,098

現金及び現金同等物に係る換算差額 △190 195

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,928 △1,543

現金及び現金同等物の期首残高 18,918 20,849

現金及び現金同等物の四半期末残高 16,990 19,305
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 該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30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 

 当第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、営業利益が、鋳造分野で６百万円増加した。 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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。 

（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〕

  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  7,658  4,591 3,103 1,202 696 5,277 922  23,451 － 23,451

(2)セグメント間の内

部売上高又は振

替高 
 －  － － － － 310 569  880 (880) －

計  7,658  4,591 3,103 1,202 696 5,588 1,492  24,332 (880) 23,451

営業利益 

（△は営業損失）  510  419 249 △202 0 518 △5  1,490 (253) 1,237

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 

  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） 
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  5,203  4,870 768 781 1,083 437 13,144  － 13,144

(2)セグメント間の内

部売上高又は振

替高 
 －  － － － － 487 487 (487) －

計  5,203  4,870 768 781 1,083 925 13,632 (487) 13,144

営業利益 

（△は営業損失） 
 △88  △45 △256 △122 61 △1 △452 (408) △861
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２．会計処理の方法の変更  

 当社及び一部国内連結子会社は、「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、当第1四半期連結会計期間より工事進行基準（工事進捗率の見積りは原価

比例法）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、「鋳造分野」で７百万円、「表

面処理分野」で36百万円、「環境関連分野」で21百万円、売上高が増加し、営業損失がそれぞれ０百万円、９百

万円、３百万円減少している。 

  

３．事業区分の変更  

 従来、事業の種類別セグメントの事業区分は「鋳造分野」「表面処理分野」「環境関連分野」「物流分野」

「メカトロ関連分野」「投射材・研磨材」「その他」の７事業区分に分類していたが、当第１四半期連結累計期

間より「表面処理分野」と「投射材・研磨材」を統合して「表面処理分野」とし、「鋳造分野」「表面処理分

野」「環境関連分野」「物流分野」「メカトロ関連分野」「その他」の６事業区分に変更している。 

 この事業区分の変更は、平成21年４月１日に当社の連結子会社であった新東ブレーター株式会社を吸収合併し

たことにより、ショットブラストなどの「表面処理装置」の事業部門と、これに使用する「投射材・研磨材」の

事業部門を統合したことによる事業管理体制の変更に伴うものである。 

 上記の事業区分変更により、当第１四半期連結会計期間の「表面処理分野」の外部顧客に対する売上高が、

2,926百万円増加し、営業損失が213百万円減少している。  

 なお、前第１四半期連結累計期間のセグメント情報を当第1四半期連結会計期間において用いた事業区分の方

法により区分すると次のとおりである。  

前第1四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）  

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、投射

材、研磨材、耐摩耗材 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、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、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 

その他 成形装置、型、セラミックス部品 等  

  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） 
  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  7,658  9,868 3,103 1,202 696 922 23,451  － 23,451

(2)セグメント間の内

部売上高又は振

替高 
 －  － － － － 569 569 (569) －

計  7,658  9,868 3,103 1,202 696 1,492 24,021 (569) 23,451

営業利益 

（△は営業損失）  510  938 249 △202 0 △5 1,490 (253) 1,237
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前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30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 

 当第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、営業利益が北アメリカで６百万円、ヨーロッパ０百万円それぞれ増加した。 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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 

 当社及び一部国内連結子会社は、「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、当第1四半期連結会計期間より工事進行基準（工事進捗率の見積りは原価

比例法）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、外部顧客に対する売上高が「日

本」で65百万円増加し、営業損失が13百万円減少している。 

〔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 
 18,553  779  2,121  1,144  853  23,451  －  23,451

(2)セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 235  2  34  233  －  506 (506)  －

計  18,789  781  2,156  1,378  853  23,958 (506)  23,451

営業利益 

（△は営業損失） 
 1,444  △118  120  119  34  1,602 (364)  1,237

  
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 
 8,586  1,150  1,922  983  500  13,144  －  13,144

(2)セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 89  －  513  78  11  692 (692)  －

計  8,676  1,150  2,435  1,061  512  13,837 (692)  13,144

営業利益 

（△は営業損失） 
 △684  △0  105  108  41  △429 (432)  △861
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前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30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 

(2)ヨーロッパ…………ドイツ・ロシア 

(3)アジア………………中国・台湾 

(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。 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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 

(2)ヨーロッパ…………ドイツ・ロシア 

(3)アジア………………中国・台湾 

(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。 

４．会計処理の方法の変更 

 当社及び一部国内連結子会社は、「４．その他(３)「四半期連結財務諸表作成の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、当第1四半期連結会計期間より工事進行基準（工事進捗率の見積り

は原価比例法）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、海外売上高が「アジア」

で７百万円増加している。 

  

 該当事項はありません。 

   

〔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）  910  2,038  2,490  871  6,311

Ⅱ 連結売上高（百万円）                          23,451

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 3.9  8.7  10.6  3.7  26.9

  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）  1,430  1,375  3,374  469  6,649

Ⅱ 連結売上高（百万円）                          13,144

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 10.9  10.5  25.7  3.6  50.6

（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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