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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 867 △54.0 △240 ― △292 ― △178 ―

21年3月期第1四半期 1,888 ― △45 ― 35 ― 46 ―

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 △12.57 ―

21年3月期第1四半期 3.29 3.28

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 10,330 5,520 53.3 392.72
21年3月期 11,201 5,906 52.6 414.99

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  5,504百万円 21年3月期  5,892百万円

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 ― 18.00 ― 12.00 30.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

15.00 ― 20.00 35.00

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

3,300 △26.1 590 80.4 580 50.3 320 14.6 22.71

通期 9,000 △5.3 1,820 78.7 1,800 62.2 1,000 32.8 71.16
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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）  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） 

(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 

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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項については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。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

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 14,200,000株 21年3月期  14,200,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  184,500株 21年3月期  900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 14,166,689株 21年3月期第1四半期 14,199,147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１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、引き続き世界的な金融・経済危機による景気停滞の中で、

企業収益や雇用情勢の悪化、個人消費の低迷等、厳しい状態が続いております。 

当社の主力取引先である中国・東南アジア地区の自動車・タイヤメーカーの設備投資は改善しつつあるものの

国内自動車関連メーカーの設備投資については、燃料電池等環境に配慮した研究開発分野に集中している状況で

あります。 

このような状況のもと、当社グループは、従来のバランサー及びシャフト矯正機だけでなく、前期より本格的

に事業展開しているサーボモータ方式各種振動試験機や包装貨物用評価試験機を中心に営業活動を展開してまい

りました。当該試験機に関する営業活動は、自動車関連メーカーに加え、鉄道・建築・食品・家電関連メーカー

等の研究開発部門を対象としております。 

その結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は、８億６千７百万円（前年同四半期比54.0％減）、営業損失

は２億４千０百万円（前年同四半期は４千５百万円の損失）、経常損失は２億９千２百万円（前年同四半期は３

千５百万円の利益）、四半期純損失は１億７千８百万円（前年同四半期は４千６百万円の利益）となりました。 

売上高の減収要因につきましては、前期末に東南アジア向けタイヤ関連試験機の出荷が自動車メーカーの設備

投資の縮小による影響からユーザーの依頼により当期以降にずれ込んでおりましたが、この出荷が第２四半期以

降に決定したことにより大幅な減収となりましたことが主たる要因であります。 

利益面につきましては、引き続きコストダウンや子会社の人員削減、グループ全体の販売費及び一般管理費の

削減等の努力をいたしましたが、売上の大幅な減収による減益の影響を吸収できなかったことが主たる要因であ

ります。 

 

２.連結財政状態に関する定性的情報 

 

①流動資産 

当第１四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、59億７千６百万円（前連結会計年度末比８億６千

５百万円減）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現金及び預金が増加（前連

結会計年度末比３億６千５百万円増）したものの、売上高の減少に伴い受取手形及び売掛金が減少（前連結会

計年度末比12億８千９百万円減）したことが主たる要因であります。 

 

②固定資産 

当第１四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、43億５千４百万円（前連結会計年度末比５百万円

減）となりました。これは、株価の上昇により投資有価証券が増加（前連結会計年度末比１千７百万円増）し

たものの、のれんの償却によりのれんが減少（前連結会計年度末比１千７百万円減）したことが主たる要因で

あります。 

 

③流動負債 

当第１四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、35億８千０百万円（前連結会計年度末比３億４千

１百万円減）となりました。これは、受注の減少により生産量が減少したため支払手形及び買掛金が減少（前

連結会計年度末比３億４千５百万円減）したことが主たる要因であります。 
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④固定負債 

当第１四半期連結会計期間末における固定負債の残高は、12億２千９百万円（前連結会計年度末比１億４千

２百万円減）となりました。これは、借入金の返済により長期借入金が減少（前連結会計年度末比１億１千８

百万円減）したことが主たる要因であります。 

 

⑤純資産 

当第１四半期連結会計期間末における純資産の残高は、55億２千０百万円（前連結会計年度末比３億８千６

百万円減）となりました。これは、四半期純損失を１億７千８百万円計上したことや期末配当を実施したこと

などにより利益剰余金が減少（前連結会計年度末比３億４千８百万円減）したこと及び自己株式の取得により

自己株式が増加（前連結会計年度末比１億４千８百万円増）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１四半期連結会計期間のキャッシュ・フローについては、営業活動により６億１千９百万円増加し、投資

活動により３千５百万円減少し、財務活動により３億８千９百万円減少した結果、現金及び現金同等物は前第１

四半期連結会計期間に比べ３億５千７百万円増加し、13億３千４百万円となりました。 

 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

当第１四半期連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、６億１千９百万円の収入（前年

同四半期比１千１百万円の収入減少）となりました。これは、税金等調整前四半期純損失を２億５千２百万円

計上したことや受注の減少により生産量が減少したため仕入債務が３億５千２百万円減少したものの、売上債

権の回収により13億２千７百万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１四半期連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、３千５百万円の支出超過（前年

同四半期比１億９千５百万円の支出減少）となりました。これは、当第１四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１億４千６百万円あったものの、資金運用のために定期

預金の預入による支出が１億８千３百万円あったことなどによるものであります。 

 

③財務活動によるキャッシュ･フロー 

当第１四半期連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、３億８千９百万円の支出超過

（前年同四半期比２千４百万円の支出増加）となりました。これは、自己株式の取得による支出が１億４千８

百万円あったことや期末配当を実施したことにより１億２千５百万円支払っ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 

当第１四半期は前年同四半期と比較して、売上高、利益ともに減少しておりますが、例年、第２四半期、第４

四半期に製品の完成出荷が集中する傾向が強いことから、平成21年５月15日発表の第２四半期連結累計期間及び

通期の業績予想に変更はありません。 
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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） 

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１四半期連結会計期間の棚卸高の算出については、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸を

基礎として合理的な方法により算定しております。 

 

(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 

該当事項はありません。 
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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 2,319,693 1,954,310

受取手形及び売掛金 2,026,171 3,315,896

有価証券 － 99,073

商品及び製品 217,178 206,486

仕掛品 748,258 691,804

原材料及び貯蔵品 365,776 383,174

繰延税金資産 217,297 115,135

その他 90,288 85,553

貸倒引当金 △8,247 △9,992

流動資産合計 5,976,417 6,841,442

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,584,409 1,579,308

機械装置及び運搬具 187,682 185,054

土地 1,671,160 1,669,151

その他 182,687 177,213

減価償却累計額 △982,191 △957,171

有形固定資産合計 2,643,748 2,653,556

無形固定資産   

のれん 229,328 246,969

その他 69,930 71,383

無形固定資産合計 299,258 318,352

投資その他の資産   

投資有価証券 89,517 72,487

長期貸付金 34,180 35,260

繰延税金資産 69 21,976

保険積立金 1,105,950 1,123,160

その他 218,185 208,677

貸倒引当金 △36,827 △73,911

投資その他の資産合計 1,411,075 1,387,649

固定資産合計 4,354,083 4,359,559

資産合計 10,330,500 11,201,001
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(単位：千円)

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 851,223 1,196,576

短期借入金 1,642,000 1,667,000

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 369,960 341,420

未払法人税等 23,878 147,452

前受金 204,171 164,576

賞与引当金 130,560 81,302

製品保証引当金 121,052 123,447

その他 217,353 180,118

流動負債合計 3,580,198 3,921,894

固定負債   

社債 100,000 100,000

長期借入金 778,090 896,345

繰延税金負債 77,186 76,772

退職給付引当金 165,981 171,322

役員退職慰労引当金 108,556 127,802

固定負債合計 1,229,814 1,372,242

負債合計 4,810,012 5,294,136

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 4,267,938 4,616,468

自己株式 △150,917 △2,044

株主資本合計 6,076,520 6,573,924

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 12,327 1,791

為替換算調整勘定 △584,628 △683,271

評価・換算差額等合計 △572,300 △681,479

少数株主持分 16,267 14,419

純資産合計 5,520,487 5,906,864

負債純資産合計 10,330,500 11,201,001
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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：千円)

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 1,888,494 867,831

売上原価 1,346,374 618,403

売上総利益 542,119 249,427

販売費及び一般管理費   

製品保証引当金繰入額 63,106 51,734

貸倒引当金繰入額 5,662 －

役員報酬 51,180 33,560

給料手当及び賞与 121,376 116,152

賞与引当金繰入額 29,033 16,462

退職給付費用 △21,673 3,091

役員退職慰労引当金繰入額 2,000 2,067

運賃 67,733 24,512

減価償却費 10,237 8,857

研究開発費 3,347 20,862

その他 255,309 213,055

販売費及び一般管理費合計 587,313 490,355

営業損失（△） △45,193 △240,928

営業外収益   

受取利息及び配当金 16,404 11,211

為替差益 82,245 －

その他 5,306 6,687

営業外収益合計 103,956 17,899

営業外費用   

支払利息 12,709 10,159

持分法による投資損失 4,489 1,847

売上債権売却損 825 9,542

為替差損 － 28,470

保険解約損 － 15,846

その他 5,221 3,241

営業外費用合計 23,245 69,107

経常利益又は経常損失（△） 35,517 △292,136

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 40,102

特別利益合計 － 40,102

特別損失   

固定資産除却損 11 22

固定資産売却損 205 －

特別損失合計 216 22

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（△）

35,300 △252,056

法人税、住民税及び事業税 17,682 10,729

法人税等調整額 △23,690 △85,761

法人税等合計 △6,008 △75,031

少数株主利益又は少数株主損失（△） △5,404 1,116

四半期純利益又は四半期純損失（△） 46,713 △178,141
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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)

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（△）

35,300 △252,056

減価償却費 26,276 22,595

のれん償却額 17,640 17,640

持分法による投資損益（△は益） 4,489 1,847

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5,613 △40,098

賞与引当金の増減額（△は減少） 94,129 49,006

製品保証引当金の増減額（△は減少） 8,899 △2,977

退職給付引当金の増減額（△は減少） △66,258 △5,593

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,000 △19,246

受取利息及び受取配当金 △16,404 △11,211

支払利息 12,709 10,159

為替差損益（△は益） △25,783 13,721

売上債権の増減額（△は増加） 1,126,055 1,327,908

たな卸資産の増減額（△は増加） △297,052 △44,103

仕入債務の増減額（△は減少） 94,367 △352,646

前受金の増減額（△は減少） △10,285 38,056

その他 △62,764 12,458

小計 948,932 765,460

利息及び配当金の受取額 6,202 9,363

利息の支払額 △12,336 △14,831

法人税等の支払額 △311,620 △140,594

営業活動によるキャッシュ・フロー 631,177 619,398

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 △181,870 △183,606

定期預金の払戻による収入 － 146,205

有形固定資産の取得による支出 △4,556 △1,640

無形固定資産の取得による支出 △7,923 －

保険積立金の積立による支出 △48,369 △50,015

保険積立金の解約による収入 － 51,380

その他 11,509 1,927

投資活動によるキャッシュ・フロー △231,210 △35,749

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） 71,500 △25,000

長期借入金の返済による支出 △56,303 △89,715

自己株式の取得による支出 △65 △148,873

配当金の支払額 △380,470 △125,965

財務活動によるキャッシュ・フロー △365,338 △389,554

現金及び現金同等物に係る換算差額 26,567 7,678

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 61,195 201,773

現金及び現金同等物の期首残高 915,900 1,133,177

現金及び現金同等物の四半期末残高 977,096 1,334,951
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

【注記事項】 

（四半期連結損益計算書関係） 

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) 

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。 

― 
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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】 

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）及び当第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) 

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】 

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） 

 

 
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 

1,670,940 114,660 72,709 26,646 3,536 1,888,494 － 1,888,494

(2)セグメント間の 
内部売上高又は 
振替高 

153,918 32 141,894 16,624 12,891 325,360 (325,360) －

計 1,824,858 114,693 214,603 43,270 16,427 2,213,854 (325,360) 1,888,494

営業利益又は 
営業損失(△) 

29,374 △19,274 871 △33,557 4,853 △17,732 (27,460) △45,193

(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) 会計処理方法の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

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、「日本」の営業利

益が15,438千円減少しております。 

 

 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おります。 

 

 

 
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 

591,687 165,631 75,515 32,795 2,201 867,831 － 867,831

(2)セグメント間の 
内部売上高又は 
振替高 

65,248 172 30,871 18,127 10,553 124,974 (124,974) －

計 656,936 165,804 106,387 50,923 12,755 992,806 (124,974) 867,831

営業利益又は 
営業損失(△) 

△205,423 11,450 8,719 △18,738 4,570 △199,422 (41,506) △240,928
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【海外売上高】 

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） 

 

 米州 中国 
アジア 

(中国を除く)
その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 114,660 290,883 324,166 81,000 810,710

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － － 1,888,494

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合（％） 

6.1 15.4 17.2 4.3 42.9

(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 

②アジア（中国を除く）・・・韓国、タイ、インドネシア、インド 

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。 

 

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） 

 

 米州 中国 
アジア 

(中国を除く)
その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 165,631 61,026 266,496 － 493,154

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － － 867,831

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合（％） 

19.1 7.0 30.7 － 56.8

(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、ブラジル 

②アジア（中国を除く）・・・韓国、タイ、ミャンマー、台湾 

③その他・・・・・・・・・・なし 

(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） 

当社は、平成21年５月29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、自己株式取得に係る事項を決議し、当第１四半期連

結会計期間において自己株式を183,600株取得しております。この結果、当第１四半期連結会計期

間において自己株式が148,873千円増加し、当第１四半期連結会計期間末において自己株式は

150,917千円となっております。 
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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)

前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21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 1,478,203 60.6 861,491 72.2 5,590,208 58.7

シャフト歪自動矯正機 201,741 8.3 57,681 4.8 731,969 7.7

その他 757,683 31.1 274,370 23.0 3,203,908 33.6

合 計 2,437,627 100.0 1,193,542 100.0 9,526,085 100.0

(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)

前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21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 2,236,622 74.6 921,589 66.5 3,853,821 54.4

シャフト歪自動矯正機 206,898 6.9 133,064 9.6 458,024 6.5

その他 553,589 18.5 330,547 23.9 2,773,450 39.1

合 計 2,997,110 100.0 1,385,200 100.0 7,085,296 100.0

(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) 

前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21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 5,534,378 77.8 2,605,111 75.5 2,254,986 75.6

シャフト歪自動矯正機 550,633 7.7 232,291 6.7 174,820 5.9

その他 1,027,640 14.5 615,094 17.8 551,588 18.5

合 計 7,112,652 100.0 3,452,496 100.0 2,981,396 100.0

(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)

前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21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 1,066,679 56.5 561,369 64.7 5,556,088 58.4

シャフト歪自動矯正機 126,799 6.7 32,845 3.8 728,756 7.7

その他 695,014 36.8 273,616 31.5 3,219,184 33.9

合 計 1,888,494 100.0 867,831 100.0 9,504,029 100.0

(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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