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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 31,256 △4.6 2,327 △43.0 2,266 △43.4 1,273 △42.4

21年3月期第2四半期 32,762 ― 4,085 ― 4,002 ― 2,212 ―

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2四半期 40.00 ―

21年3月期第2四半期 69.47 ―

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2四半期 65,709 16,991 25.8 533.37
21年3月期 68,283 15,751 23.1 494.45

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  16,981百万円 21年3月期  15,742百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 0.00 ― 8.00 8.00

22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 8.00 8.00

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 62,000 △13.1 5,300 △22.3 5,100 △26.2 2,700 △28.0 84.77
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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  

(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 

・平成22年3月期の連結業績予想につきましては、平成21年4月23日に公表いたしました内容より修正を行っております。具体的な内容につきましては、  
平成22年10月28日に公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
・平成22年3月期の連結業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づいた見通しであり、実際の金額は、今後の様々な要因によって変動す
る場合があります。 
 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 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2四半期 31,850,000株 21年3月期  31,850,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  12,063株 21年3月期  11,663株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 31,838,102株 21年3月期第2四半期 31,839,187株
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（参考） 

連結経営成績（会計期間）（平成 21 年７月 1日～平成 21 年９月 30 日）    （％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 2四半期 

21 年 3 月期第 2四半期 

16,858（△7.3）

18,182（－） 

1,039（△49.6）

2,061（－） 

988（△50.0） 

1,976（－） 

617（△36.0）

965（－） 

 

 
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 

22 年 3 月期第 2四半期 

円    銭

      19.40 

円    銭

   － 

21 年 3 月期第 2四半期    30.32      －   
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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２四半期連結会計期間（平成 21 年 7月～平成 21 年 9月）における我が国経済は、企業の在庫調整や

政府の緊急経済対策などにより、一部に持ち直しの兆候が見られるものの、企業業績の低迷した状況が続く

など、大変厳しい状況で推移しました。 

このような企業環境下、当第２四半期連結会計期間の売上高は 16,858 百万円（前年同期比 7.3%減）とな

りました。利益面におきましては、営業利益は 1,039 百万円（前年同期比 49.6%減）、経常利益は 988 百万

円（前年同期比 50.0%減）、当第２四半期純利益は 617 百万円（前年同期比 36.0%減）となりました。 

当第２四半期連結会計期間における当社および連結グループの事業の種類別業績情報は次のとおりであ

ります。 

・内燃機関関連事業 

イ） 船舶用機関部門 

国内外の造船業界が豊富な受注残を保有している状況を受け、主力の新造船向け発電用ディーゼルエ

ンジンを中心に販売台数は増加したものの、円高の影響等により海外向けを中心に売上高は減少いたし

ました。 

ロ）陸用機関部門 

原油価格高騰等により、民間向けを中心にエンジン売上の低迷傾向が続き、前年同四半期比で売上高

は減少いたしました。 

 

従いまして、当事業の売上高は部品販売、メンテナンス工事も含めて16,201百万円（前年同期比2.8%減）、

営業利益は 1,670 百万円（前年同期比 33.9%減）となりました。 

 

・産業機器関連事業  

前連結会計年度に建築金物関連部門を解散いたしました。アルミホイール部門については数量が増えまし

たが地金価格の下落により前年同期比で売上が減少いたしました。従いまして、当事業の売上高は 480 百万

円（前年同期比 64.1%減）、営業損失は 137 百万円（前年同期比 - ）を計上することとなりました。 

 

・不動産賃貸関連事業 

当事業の売上高は 220 百万円（前年同期比 2.9%減）、営業利益は 99 百万円（前年同期比 20.6%増）となり

ました。 

 

※平成 22 年 3 月期第 1 四半期に係る連結経営成績に関する定性的情報については、平成 22 年 3 月期第 1

四半期決算短信（平成 21 年 7 月 29 日開示）をご参照ください。 

 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報  

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、7,212 百万円と前連結会計年度

末に比べ 13 百万円の増加となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益の 2,259 百万円及び売上

債権の減少額 2,449 百万円の収入により、仕入債務の減少額 2,760 百万円及び法人税等の支払
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額 1,208 百万円の支出がありましたが、2,365 百万円の増加（前第２四半期連結累計期間は 3,763

百万円の増加）となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資による有形固定資産の取得に 1,977 百万円

を支出したことで、1,662 百万円の減少（前第２四半期連結累計期間は 2,231 百万円の減少）と

なりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の増加が 4,000 百万円ありましたが、長

期借入金の返済による支出額 2,429 百万円及び短期借入金の返済による支出額 1,660 百万円が

ありました。これにより、858 百万円の減少（前第２四半期連結累計期間は 1,481 百万円の減少）

となりました。 

 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報   
平成 22 年３月期の連結業績予想につきましては、平成 21 年４月 23 日に公表いたしました内容より修正

を行っております。具体的な内容につきましては、平成 22 年 10 月 28 日に公表の「業績予想の修正に関す

るお知らせ」をご参照ください。 
 

 

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 

①棚卸資産の評価方法 

当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の算出については、実地棚卸を実施せず、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出する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 

法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法については、原則的な方法によっております。 

ただし、一部の連結子会社においては、前連結会計年度における実効税率を用いた簡便な方法により算定

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：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 8,144 8,390

受取手形及び売掛金 14,065 16,263

たな卸資産 13,124 13,476

その他 3,396 3,554

貸倒引当金 △99 △119

流動資産合計 38,631 41,565

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 8,598 8,815

機械装置及び運搬具（純額） 6,847 6,579

土地 4,861 4,830

その他（純額） 1,517 1,543

有形固定資産合計 21,824 21,768

無形固定資産 1,745 1,524

投資その他の資産   

投資有価証券 849 779

その他 2,785 2,819

貸倒引当金 △126 △175

投資その他の資産合計 3,507 3,424

固定資産合計 27,077 26,718

資産合計 65,709 68,283

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 14,487 16,977

短期借入金 7,730 10,845

リース債務 682 603

未払法人税等 1,182 1,058

賞与引当金 801 774

役員賞与引当金 40 80

その他 6,796 8,027

流動負債合計 31,719 38,368

固定負債   

社債 － 500

長期借入金 7,594 4,568

リース債務 1,469 1,422

退職給付引当金 4,331 4,032

役員退職慰労引当金 399 368

その他 3,202 3,272

固定負債合計 16,998 14,164

負債合計 48,717 52,532
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,434 2,434

資本剰余金 2,170 2,170

利益剰余金 11,685 10,667

自己株式 △7 △7

株主資本合計 16,283 15,264

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 88 47

繰延ヘッジ損益 25 △42

土地再評価差額金 716 716

為替換算調整勘定 △132 △243

評価・換算差額等合計 698 478

少数株主持分 10 8

純資産合計 16,991 15,751

負債純資産合計 65,709 68,283
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 32,762 31,256

売上原価 22,643 23,390

売上総利益 10,119 7,866

販売費及び一般管理費   

販売費 4,776 4,238

一般管理費 1,257 1,300

販売費及び一般管理費合計 6,034 5,539

営業利益 4,085 2,327

営業外収益   

受取利息 32 18

受取配当金 16 11

負ののれん償却額 61 31

その他 25 141

営業外収益合計 136 202

営業外費用   

支払利息 178 160

為替差損 11 71

その他 29 31

営業外費用合計 218 263

経常利益 4,002 2,266

特別利益   

固定資産売却益 － 0

貸倒引当金戻入額 － 7

特別利益合計 － 7

特別損失   

投資有価証券評価損 120 －

固定資産売却損 － 1

固定資産廃棄損 41 11

その他 5 1

特別損失合計 167 14

税金等調整前四半期純利益 3,834 2,259

法人税、住民税及び事業税 1,375 1,322

法人税等調整額 246 △337

法人税等合計 1,622 985

少数株主利益 0 0

四半期純利益 2,212 1,273
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【第２四半期連結会計期間】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 18,182 16,858

売上原価 13,109 13,026

売上総利益 5,072 3,831

販売費及び一般管理費   

販売費 2,470 2,256

一般管理費 540 536

販売費及び一般管理費合計 3,011 2,792

営業利益 2,061 1,039

営業外収益   

受取利息 10 7

受取配当金 1 3

負ののれん償却額 43 15

その他 1 63

営業外収益合計 55 90

営業外費用   

支払利息 78 83

為替差損 38 35

その他 23 22

営業外費用合計 140 140

経常利益 1,976 988

特別損失   

投資有価証券評価損 120 －

固定資産廃棄損 19 10

その他 5 0

特別損失合計 145 10

税金等調整前四半期純利益 1,831 978

法人税、住民税及び事業税 504 304

法人税等調整額 360 55

法人税等合計 865 360

少数株主利益 0 0

四半期純利益 965 617
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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 3,834 2,259

減価償却費 1,000 1,434

貸倒引当金の増減額（△は減少） 44 △69

賞与引当金の増減額（△は減少） △27 26

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △25 △40

退職給付引当金の増減額（△は減少） △157 299

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △37 31

受取利息及び受取配当金 △49 △29

支払利息 178 160

投資有価証券評価損益（△は益） 120 －

有形固定資産売却損益（△は益） － 0

固定資産廃棄損 41 11

売上債権の増減額（△は増加） 1,120 2,449

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,933 353

仕入債務の増減額（△は減少） 1,980 △2,760

その他 △687 △426

小計 5,404 3,702

利息及び配当金の受取額 53 34

利息の支払額 △178 △163

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △1,515 △1,208

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,763 2,365

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △1,739 △1,977

有形固定資産の売却による収入 3 5

無形固定資産の取得による支出 △9 △6

投資有価証券の取得による支出 △0 －

子会社株式の取得による支出 △288 －

短期貸付けによる支出 △2 －

長期貸付けによる支出 － △2

貸付金の回収による収入 7 5

定期預金の払戻による収入 155 903

定期預金の預入による支出 △358 △589

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,231 △1,662
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 1,446 －

短期借入金の返済による支出 － △1,660

社債の償還による支出 △1,120 △140

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △373

長期借入れによる収入 － 4,000

長期借入金の返済による支出 △1,583 △2,429

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △222 △254

少数株主への配当金の支払額 △1 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,481 △858

現金及び現金同等物に係る換算差額 △27 168

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 22 13

現金及び現金同等物の期首残高 5,498 7,199

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,521 7,212
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単

（4）継続企業の前提に関する注記

   当第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月1日　　　至　平成21年９月30日）　

該当事項はありません。

（5）セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間（自　平成20年７月1日　　　至　平成20年９月30日）　　　　 （単位：百万円）

内燃機関 産業機器 不動産賃貸 計
消去又は
全　社

連　　結

売上高及び営業損益

　売　　上　　高

　(1)外部顧客に対する

　　　　　　　　売上高 16,664 1,336 180 18,182 -        18,182

　(2)ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部

　　売上高又は振替高 -         -         46 46 (    46 ) -          

計 16,664 1,336 227 18,228 (    46 ) 18,182

営　　業　　費　　用 14,139 1,358 144 15,642 477 16,120

営　　業　　利　　益 2,525 △ 21 82 2,586 (   524 ) 2,061

（注）①事業区分の方法

　　　　当社企業グループの事業区分方法は、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

事　業　区　分 主　　要　　製　　品　　等

内　燃　機　関 船舶用及び陸用内燃機関並びに同部品

産　業　機　器 ドアクローザ、オートドア、アルミホイール

不 動 産 賃 貸 事務所及び駐車場賃貸

　　　③営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、当社の管理部門

　　　　（経営企画、管理、経理等）に係る費用であります。

　　　　　前第２四半期連結会計期間 540 百万円

当第２四半期連結会計期間（自　平成2１年７月1日 　　至 平成21年９月30日）　　　　
　全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める内燃機関関連事業の割合が、いずれも９０％を超え
るため、事業の種類別セグメントの記載を省略しております。

前第２四半期連結累計期間（自 成 平成 ） （　平 20年４月1日 　　至 20年９月30日 　　　　 位：百万円）

内燃機関 産業機器 不動産賃貸 計
消去又は
全　社

連　　結

売上高及び営業損益
　売　　上　　高
　(1)外部顧客に対する
　　　　　　　　売上高 29,759 2,643 360 32,762 -        32,762

　(2)ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部
　　売上高又は振替高 -         -       93 93 (    93 ) -         

計 29,759 2,643 453 32,856 (    93 ) 32,762
営　　業　　費　　用 24,591 2,654 283 27,528 1,148 28,677
営　　業　　利　　益 5,168 △ 11 170 5,327 ( 1,242 ) 4,085

（注）①事業区分の方法
　　　　当社企業グループの事業区分方法は、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

事　業　区　分 主 　要 　製 　品 　等
内　燃　機　関 船舶用及び陸用内燃機関並びに同部品
産　業　機　器 ドアクローザ、オートドア、アルミホイール
不 動 産 賃 貸 事務所及び駐車場賃貸

　　　③営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、当社の管理部門
　　　　（経営企画、管理、経理等）に係る費用であります。
　　　　　前第２四半期連結累計期間 1,257 百万円

当第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月1日 　　至 平成21年９月30日）　　
　全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める内燃機関関連事業の割合が、いずれも９０％を超え
るため、事業の種類別セグメントの記載を省略しております。
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【所在地別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間（自　平成20年７月1日　　　至　平成20年９月30日）　　　　 （単位：百万円）

日　本 東南アジア
その他の
地　域

計
消去又は
全　社

連　　結

売上高及び営業損益

　売　　上　　高

　(1)外部顧客に対する

　　　　　　　　売上高 12,583 3,854 1,744 18,182 - 18,182     

　(2)ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部

　　売上高又は振替高 4,716 45 145 4,907 （ 4,907 ) -

計 17,300 3,899 1,889 23,089 （ 4,907 ) 18,182     

営　　業　　費　　用 15,057 3,722 1,709 20,489 （ 4,369 ) 16,120     

営　　業　　利　　益 2,242 177 180 2,599 （   538 ) 2,061      

（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日本以外の区分に属する主な国又は地域

　　　　　東南アジア　　　　　　シンガポール・中国

　　　 　 その他の地域　　　　　イギリス・アメリカ

　　　③営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、当社の管理部門

　　　　　（経営企画、管理、経理等）に係る費用であります。

　　　　　前第２四半期連結会計期間 540 百万円

当第２四半期連結会計期間（自　平成21年７月1日　　　至　平成21年９月30日）　　　　 （単位：百万円）

日　本 東南アジア
その他の
地　域

計
消去又は
全　社

連　　結

売上高及び営業損益

　売　　上　　高

　(1)外部顧客に対する

　　　　　　　　売上高 13,837 1,868 1,152 16,858 - 16,858     

　(2)ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部

　　売上高又は振替高 3,306 28 99 3,434 （ 3,434 ) -

計 17,143 1,897 1,251 20,292 （ 3,434 ) 16,858     

営　　業　　費　　用 15,688 1,839 1,188 18,717 （ 2,898 ) 15,818     

営　　業　　利　　益 1,454 57 62 1,575 （   536 ) 1,039      

（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日本以外の区分に属する主な国又は地域

　　　　　東南アジア　　　　　　シンガポール・中国

　　　 　 その他の地域　　　　　イギリス・アメリカ

　　　③営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、当社の管理部門

　　　　　（経営企画、管理、経理等）に係る費用であります。

　　　　　当第２四半期連結会計期間 536 百万円
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前第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月1日　　　至　平成20年９月30日）　　　　 （単位：百万円）

日　本 東南アジア
その他の
地　域

計
消去又は
全　社

連　　結

売上高及び営業損益

　売　　上　　高

　(1)外部顧客に対する

　　　　　　　　売上高 22,828 6,791 3,142 32,762 - 32,762     

　(2)ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部

　　売上高又は振替高 9,320 74 222 9,616 （ 9,616 ) -

計 32,148 6,865 3,365 42,379 （ 9,616 ) 32,762     

営　　業　　費　　用 27,375 6,609 3,076 37,060 （ 8,383 ) 28,677     

営　　業　　利　　益 4,773 256 288 5,318 （ 1,233 ) 4,085      

（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日本以外の区分に属する主な国又は地域

　　　　　東南アジア　　　　　　シンガポール・中国

　　　 　 その他の地域　　　　　イギリス・アメリカ

　　　③営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、当社の管理部門

　　　　　（経営企画、管理、経理等）に係る費用であります。

　　　　　前第２四半期連結累計期間 1,257 百万円

当第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月1日　　　至　平成21年９月30日）　　　　 （単位：百万円）

日　本 東南アジア
その他の
地　域

計
消去又は
全　社

連　　結

売上高及び営業損益

　売　　上　　高

　(1)外部顧客に対する

　　　　　　　　売上高 24,635 4,235 2,385 31,256 - 31,256     

　(2)ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部

　　売上高又は振替高 5,838 47 163 6,049 （ 6,049 ) -

計 30,474 4,282 2,548 37,306 （ 6,049 ) 31,256     

営　　業　　費　　用 27,186 4,131 2,379 33,696 （ 4,766 ) 28,929     

営　　業　　利　　益 3,288 151 169 3,609 （ 1,282 ) 2,327      

（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日本以外の区分に属する主な国又は地域

　　　　　東南アジア　　　　　　シンガポール・中国

　　　 　 その他の地域　　　　　イギリス・アメリカ

　　　③営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、当社の管理部門

　　　　　（経営企画、管理、経理等）に係る費用であります。

　　　　　当第２四半期連結累計期間 1,300 百万円
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【海外売上高】
前第２四半期連結会計期間（自　平成20年７月1日　　　至　平成20年９月30日）（単位　百万円）

東南アジア 中　南　米 その他の地域 計
　Ⅰ　海　外　売　上　高 7,347 228 1,205 8,781
　Ⅱ　連　結　売　上　高 18,182
　Ⅲ　連結売上高に占める

40.4 1.3 6.6 48.3
           　     海外売上高の割合（％）
（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各区分に属する主な国又は地域
　　　　　　　（1）東南アジア　　　　　　韓国・中国・シンガポール・フィリピン
　　　　　　　（2）中　南　米　　　　　　ブラジル
　　　　　　　（3）その他の地域　　　　　イギリス・アメリカ
　　　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２四半期連結会計期間（自　平成21年７月1日　　　至　平成21年９月30日）（単位　百万円）
東南アジア 中　南　米 その他の地域 計

　Ⅰ　海　外　売　上　高 7,731 265 839 8,835
　Ⅱ　連　結　売　上　高 16,858
　Ⅲ　連結売上高に占める

45.8 1.6 5.0 52.4
           　     海外売上高の割合（％）
（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各区分に属する主な国又は地域
　　　　　　　（1）東南アジア　　　　　　韓国・中国・シンガポール・フィリピン
　　　　　　　（2）中　南　米　　　　　　ブラジル
　　　　　　　（3）その他の地域　　　　　イギリス・アメリカ
　　　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。

前第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月1日　　　至　平成20年９月30日）（単位　百万円）
東南アジア 中　南　米 その他の地域 計

　Ⅰ　海　外　売　上　高 13,808 489 2,014 16,311
　Ⅱ　連　結　売　上　高 32,762
　Ⅲ　連結売上高に占める

42.1 1.5 6.2 49.8
           　     海外売上高の割合（％）
（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各区分に属する主な国又は地域
　　　　　　　（1）東南アジア　　　　　　韓国・中国・シンガポール・フィリピン
　　　　　　　（2）中　南　米　　　　　　ブラジル
　　　　　　　（3）その他の地域　　　　　イギリス・アメリカ
　　　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２四半期連結累計期間（自　平成21年４月1日　　　至　平成21年９月30日）（単位　百万円）
東南アジア 中　南　米 その他の地域 計

　Ⅰ　海　外　売　上　高 13,726 505 1,840 16,073
　Ⅱ　連　結　売　上　高 31,256
　Ⅲ　連結売上高に占める

43.9 1.6 5.9 51.4
           　     海外売上高の割合（％）
（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各区分に属する主な国又は地域
　　　　　　　（1）東南アジア　　　　　　韓国・中国・シンガポール・フィリピン
　　　　　　　（2）中　南　米　　　　　　ブラジル
　　　　　　　（3）その他の地域　　　　　イギリス・アメリカ
　　　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２四半期連結累計期間（自　平成21年４月1日　　　至　平成21年９月30日）　
　　 該当事項はありません。
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6．その他の情報

【生産・受注および販売の状況（平成21年７月１日～平成21年９月30日）】
（1）生　産　実　績

前年同期比
馬力 ％

　内燃機関

船舶用 14,244 102.1

陸　用 1,957 72.2

　産業機器　 － 480 35.9
－

　不動産賃貸 － － 

16,681 92.7

（注）1．生産金額算出基礎は販売価格によっております。
　　　2．産業機器部門の製品は多種多様であり数量表示は困難であるため省略しております。

数　量 金　額 前年同期比 数　量 金　額 前年同期比
馬力 ％ 　　　馬力 ％

船舶用 △5,750 2,593 10.6 2,038,783 52,797 63.6
  （866） (22,998)

陸　用 7,113 1,982 64.2 57,864   3,321 93.9
  (404)      (   －   )

　産業機器   487 41.8    166 97.0
 　(10)      (   －   )

    －          －     －   － 
     (   －   )      (   －   )

5,063 56,285
(1,281) (22,998)

（注）1．受注額算出基礎は販売価格によっております。
　　　2．（　　）内は輸出受注高、輸出受注残高を示し、内数であります。
　　　3．産業機器部門の製品は、多種多様であり数量表示は困難であるため省略しております。

金　　額

　当第２四半期連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。
（単位：百万円）

465,713

区　　分

合　　　　　計

事業の種類別セグメントの名称　 数　　量

5,985

64.917.7

（2）受　注　状　況

（単位：百万円）
　当第２四半期連結会計期間における受注状況を事業のセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

受　　注　　高 受　　注　　残　　高

　内燃機関

　不動産賃貸

合　　　　計
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（3）販　売　実　績
  当第２四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントに示すと、次のとおりであります。

馬力 ％ ％

船舶用 59.1 102.1

陸　用 20.7 72.2

2.1 35.9

98.0

(注） 1．（　　）内は輸出高を示し、内数であります。
     2．主要な輸出地域及び割合は次のとおりであります。

　　東南アジア（87.5％）、欧州（8.0％）、中南米（3.0％）、北米（1.4％）、その他（0.1％）
3．産業機器部門の製品は、多種多様であり数量表示は困難であるため省略しております。

　　 
　　

52.4 92.7

（単位：百万円）

   176 － 

前年同期比

不　動　産　賃　貸

16,858
合　　　　　　　計

 (8,835)

内 　燃 　機 　関

   480
　  (10)

14,244
 (8,420)

 1,957
   (404)

産　 業 　機　 器

465,713

5,985

事業の種類別セグメントの名称 数　　量 金　　額 輸出比率
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【生産・受注および販売の状況（平成21年４月１日～９月30日）】
（1）生　産　実　績

前年同期比
馬力 ％

　内燃機関

船舶用 25,573 100.8

陸　用 4,112 93.5

　産業機器　 1,218 46.1

　不動産賃貸 － － 

30,904 95.4

（注）1．生産金額算出基礎は販売価格によっております。
　　　2．産業機器部門の製品は多種多様であり数量表示は困難であるため省略しております。

数　量 金　額 前年同期比 数　量 金　額 前年同期比
馬力 ％ 　　　馬力 ％

船舶用 31,312  7,043 18.0 2,038,783 52,797 63.6
 (1,269) (22,998)

陸　用 18,488  4,206 92.7 57,864  3,321 93.9
   (781)      (   －   )

　産業機器  1,231 50.2    166 97.0
   (177)      (   －   )

    －           －     －          －
     (   －   )      (   －   )

12,481 56,285
 (2,229) (22,998)

（注）1．受注額算出基礎は販売価格によっております。
　　　2．（　　）内は輸出受注高、輸出受注残高を示し、内数であります。
　　　3．産業機器部門の製品は、多種多様であり数量表示は困難であるため省略しております。

（2）受　注　状　況

（単位：百万円）
　当第２四半期連結累計期間における受注状況を事業のセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

受　　注　　高 受　　注　　残　　高

　内燃機関

　不動産賃貸

合　　　　計

区　　分

27.1 64.9

　当第２四半期連結累計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。
（単位：百万円）

746,771

10,110

合　　　　　計

事業の種類別セグメントの名称　 数　　量 金　　額
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（3）販　売　実　績
  当第２四半期連結累計期間における販売実績を事業の種類別セグメントに示すと、次のとおりであります。

馬力 ％ ％

船舶用 59.1 100.8

陸　用 19.0 93.5

14.5 46.1

97.9

(注） 1．（　　）内は輸出高を示し、内数であります。
     2．主要な輸出地域及び割合は次のとおりであります。

　　東南アジア（85.4％）、欧州（9.3％）、中南米（3.2％）、北米（1.9％）
　　中近東（0.1％）、その他（0.1％）

　　 3．産業機器部門の製品は、多種多様であり数量表示は困難であるため省略しております。
　　

（単位：百万円）

    352 － 

前年同期比

  1,218
　  (177)

 25,573
 (15,113)

不　動　産　賃　貸

 31,256

  4,112

事業の種類別セグメントの名称

10,110

合　　　　　　　計

内 　燃 　機 　関

    (781)

産　 業 　機　 器

746,771

95.451.4

金　　額数　　量

 (16,073)

輸出比率
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