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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 30,849 △42.9 △584 ― △427 ― △472 ―

21年3月期第2四半期 54,064 ― 3,684 ― 4,072 ― 2,090 ―

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 △8.67 ―

21年3月期第2四半期 38.36 ―

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 98,082 64,337 64.1 1,153.68
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2四半期  62,874百万円 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

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 ― 8.00 ― 8.00 16.00

22年3月期 ― 5.00

22年3月期 
（予想）

― 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 68,000 △30.0 △200 ― 100 △98.7 △200 ― △3.67
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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ものであり、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2四半期 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2四半期  2,054,711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2四半期 54,499,965株 21年3月期第2四半期 54,506,254株

- 2 -



当第２四半期累計期間の世界経済は、中国など新興国の牽引で底打ち傾向にあるものの、依然としてマイナス成長

であり、国内についても、景気対策効果により企業収益は 悪期を脱しましたが、個人消費や設備投資など民需の自

律回復が見えない状況で推移いたしました。 

当社グループの事業環境は、中国などの新興国市場の一部に明るい兆しがみられますものの、国内では主要な需要

先であります自動車業界をはじめ、建機、工作機械向けなどは依然として設備投資抑制が継続しており、厳しい状況

が持続いたしております。 

 このような情勢のもと、設備過剰の解消にはなお期間を要しますが、消耗材やメンテナンス需要に回復の兆しが見え

始め、お客様の安全・安定操業を支援するサポート営業および戦略商品の拡販に注力して受注・売上の確保に努めまし

て、当第２四半期累計の受注高は、２４，９７０百万円（前年同四半期比４６，８２６百万円減）、売上高は、   

３０，８４９百万円（同２３，２１４百万円減）、受注残高は、３４，７４２百万円（同２５，３０８百万円減）とな

りました。 

収益面につきましては、売上の大幅減少の影響で、営業損失５８４百万円（前年同四半期は営業利益３，６８４百

万円）、経常損失は、４２７百万円（前年同四半期は経常利益４，０７２百万円）、四半期純損失４７２百万円（前

年同四半期は純利益２，０９０百万円）という結果になりました。 

当期の中間配当金につきましては、本年５月に公表した配当予想のとおり、前期の中間配当金に３円を減配して、

１株あたり５円とさせていただきます。また、年間配当金は、１株あたり１０円（前期の年間配当金は１株あたり 

１６円）を予定しております。 

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、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などに 

よって、売上高は１１，５１８百万円（前年同四半期比３１．９％減）となりました。営業利益は急激な売上減をコ

スト削減努力で補えず、１０７百万円（同８９．７％減）となりました。 

 
〔表面処理分野〕 

 表面処理装置に使用する投射材・研磨材などの消耗材が回復基調で推移するとともに、造船向けへの大型ショット

ブラスト設備、太陽電池製造設備向けへの微細加工装置が寄与しましたが、主力の自動車、鉄鋼向けへの表面処理装

置の売上が低調に推移し、分野全体の売上高は、１１，９５１百万円（同４５．７％減）となり、営業利益は５７１

百万円（同７５．８％減）となりました。 

 
〔環境関連分野〕 

 新たに燃料電池向け原料供給装置等の需要がありましたが、アルミ部品製造設備向け大型集塵装置および工作機械

向け汎用集塵機が需要先業界の投資抑制により低迷し、また、ＶＯＣガス浄化装置の導入計画が下期に集中したこと

により、売上高は２，９９２百万円（同５８．８%減）となりました。営業損益は、販売減が大きく影響して１６８百

万円（前年同四半期は営業利益７３５百万円）の損失計上となりました。 

   

〔物流分野〕 

 北米市場において需要低迷が継続するとともに、国内ではリフト、コンベアともに価格競争の激化に加えて、自動

車関連向けを中心に回復の兆しが見えず、売上高は１，５９３百万円（同４１．４%減）となり、営業損益は１１４百

万円（前年同四半期は営業損失１００百万円）の損失計上となりました。 

  

〔メカトロ関連分野〕 

 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ましたが、液晶パネル搬送装置、自動車部品向け検

査計測装置ともに低調に推移して、売上高は２，１４８百万円（同２３．７％減）となり、営業損益は、１０３百万

円（前年同四半期は営業利益６１百万円）の損失計上となりました。 

  

〔その他分野〕 

 自動車業界向け成形機等が投資凍結により低迷し、売上高は１，６５０百万円（同５３．８％減）となり、営業損

益は、９４百万円（前年同四半期は営業利益１５８百万円）の損失計上となりました。 

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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（１）資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期末における資産合計は、前期末比４，８３４百万円減の９８，０８２百万円となりました。これ

は、投資有価証券等の固定資産が前期末比２，６８７百万円増加した一方、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７，５２１百万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５，５９７百万円減少したこと等により、負債合計

は、前期末比５，５４０百万円減少の３３，７４４百万円となりました。 

純資産の部では、利益剰余金が前期末比９０８百万円減少したものの、その他有価証券評価差額金が１，０８０ 

百万円増加したこと等により、純資産合計は、前期末比７０５百万円増加の６４，３３７百万円となりました。 

  

 （２）キャッシュ・フローの状況 

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（以下「資金」という）は、前連結会計年度期末と比

べて、２，６５３百万円増加し、２３，５０３百万円（前連結会計年度比１２．７％増）となりました。 

 営業活動による資金の増加は、５，２８４百万円（前年同四半期比２７．７％増）となりました。これは主とし

て、仕入債務の減少による支出５，４６５百万円があったものの、売上債権の減少による収入が１０，３４５百万

円があった等に伴って資金が増加したことによります。 

投資活動による資金の減少は１，８６０百万円（前年同四半期は２，９９６百万円の減少）となりました。これ

は主として、固定資産の取得による支出が１，５６３百万円、投資有価証券の取得による支出３１３百万円等によ

ります。 

 財務活動による資金の減少は、１，１７０百万円（前年同四半期は１，５９３百万円の減少）となりました。こ

れは主として、短期借入金減少による支出６５１百万円、配当金の支払いによる支出４３４百万円などによりま

す。  

  

  今後の経済見通しは、緩やかながら持ち直しの兆しがみられますものの、先行きの景気の腰折れ懸念など不透明要

因もあり、予断を許さない状況が続くものと予想されます。また、当社グループの事業環境も、依然として需要先業

界の設備余剰が継続し、急速な需要回復は難しいものと思われます。 

 こうした中、当社グループは、中国、ブラジル等の成長が期待される新興国を中心に戦略商品を拡販していくとと

もに、グローバル市場において、消耗材・メンテナンス部品、設備改善提案等のサポート体制の強化・拡充に注力い

たします。加えて、固定費の圧縮、徹底した原価削減活動に取り組み、売上の確保と収益の改善に繋げてまいりま

す。 

 これらの状況を踏まえて、次の通り通期の連結業績予想を修正いたします。売上高につきましては、主に国内の鋳

造関連需要の落ち込みにより下振れますが、利益面では、ロシア市場での増収効果と需要先での設備稼働率の上昇に

伴う消耗材、メンテナンス部品の回復傾向により、営業利益、経常利益、当期純利益ともに前回予想を上回る見込み

です。 

  

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 

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

  
売上高 

（百万円） 

営業損益 

(百万円）  

経常損益 

(百万円）  

当期純損益 

（百万円）  

１株当たり 

当期純損益 

（円）  

 前回発表予想（Ａ）       70,000     △1,100   △1,100     △800      △14.68 

 今回修正予想（Ｂ）      68,000     △200       100      △200        △3.67  

 増減額（Ｂ－Ａ）      △2,000       900     1,200        600  －  

 増減率（％）        △2.9 －  －  －  －  

 （ご参考）前期実績 

 （平成21年３月期） 
   97,164    7,069     7,803      3,328      61.06  

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）
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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 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）を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連

結会計期間に着手した契約から、当第２四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475百万円増加し、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

46百万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。 

（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 15,376 16,150

受取手形及び売掛金 20,225 30,268

有価証券 8,700 5,284

製品 1,558 1,649

仕掛品 7,238 7,508

原材料及び貯蔵品 3,630 3,017

その他 3,141 3,494

貸倒引当金 △181 △160

流動資産合計 59,690 67,211

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,998 6,173

機械装置及び運搬具（純額） 4,388 4,557

土地 4,955 4,821

その他（純額） 1,293 1,213

有形固定資産合計 17,635 16,765

無形固定資産   

のれん 61 59

その他 857 793

無形固定資産合計 918 852

投資その他の資産   

投資有価証券 16,307 14,659

その他 3,594 3,492

貸倒引当金 △64 △64

投資その他の資産合計 19,837 18,087

固定資産合計 38,392 35,705

資産合計 98,082 102,917
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,814 15,093

短期借入金 2,415 2,956

未払法人税等 234 578

賞与引当金 1,501 1,598

役員賞与引当金 26 126

プラント保証引当金 622 491

受注損失引当金 2 30

環境安全対策引当金 1 2

その他 11,403 10,741

流動負債合計 26,021 31,618

固定負債   

社債 2,600 2,600

長期借入金 337 358

退職給付引当金 2,746 2,826

役員退職慰労引当金 138 178

環境安全対策引当金 323 323

その他 1,577 1,379

固定負債合計 7,723 7,666

負債合計 33,744 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 50,903 51,811

自己株式 △1,139 △1,138

株主資本合計 61,763 62,673

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,564 1,484

為替換算調整勘定 △1,453 △2,003

評価・換算差額等合計 1,111 △519

少数株主持分 1,462 1,478

純資産合計 64,337 63,632

負債純資産合計 98,082 102,917
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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 54,064 30,849

売上原価 40,052 22,845

売上総利益 14,011 8,004

販売費及び一般管理費 10,327 8,588

営業利益又は営業損失（△） 3,684 △584

営業外収益   

受取利息 122 67

受取配当金 216 114

負ののれん償却額 4 1

持分法による投資利益 49 70

その他 156 121

営業外収益合計 548 376

営業外費用   

支払利息 76 65

その他 83 154

営業外費用合計 160 220

経常利益又は経常損失（△） 4,072 △427

特別利益   

固定資産売却益 4 0

投資有価証券売却益 14 18

特別利益合計 18 19

特別損失   

固定資産除売却損 99 19

減損損失 34 －

投資有価証券売却損 0 －

投資有価証券評価損 196 37

関係会社株式売却損 35 －

持分変動損失 21 －

会員権評価損 － 5

特別損失合計 386 62

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（△）

3,704 △469

法人税、住民税及び事業税 1,536 257

法人税等調整額 △5 △213

法人税等合計 1,531 43

少数株主利益又は少数株主損失（△） 82 △40

四半期純利益又は四半期純損失（△） 2,090 △472
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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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

3,704 △469

減価償却費 984 949

のれん償却額 △0 1

賞与引当金の増減額（△は減少） △37 △99

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △49 △114

受注損失引当金の増減額（△は減少） 25 △28

貸倒引当金の増減額（△は減少） △23 7

退職給付引当金の増減額（△は減少） 101 △88

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 17 △39

未払役員退職慰労金の増減額（△は減少） △227 －

環境安全対策引当金の増減額（△は減少） △3 △0

受取利息及び受取配当金 △338 △182

支払利息 76 65

持分法による投資損益（△は益） △49 △70

有価証券売却損益（△は益） △14 －

有形固定資産除売却損益（△は益） 81 18

減損損失 34 －

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 208 63

関係会社株式売却損益（△は益） 35 －

会員権評価損 － 5

売上債権の増減額（△は増加） 441 10,345

たな卸資産の増減額（△は増加） △935 116

仕入債務の増減額（△は減少） △563 △5,465

未払消費税等の増減額（△は減少） 107 △366

前受金の増減額（△は減少） 2,615 794

その他 △187 △332

小計 6,004 5,109

利息及び配当金の受取額 351 209

利息の支払額 △75 △71

法人税等の支払額 △2,142 △644

法人税等の還付額 － 682

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,137 5,284

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 △1,807 △299

定期預金の払戻による収入 13 323

有価証券の取得による支出 △0 △0

有価証券の売却及び償還による収入 30 100

有形固定資産の取得による支出 △1,855 △1,563

有形固定資産の売却による収入 102 11

投資有価証券の取得による支出 △473 △313

投資有価証券の売却及び償還による収入 684 126

貸付けによる支出 － △134

貸付金の回収による収入 16 8

無形固定資産の取得による支出 △140 △109

営業譲受による支出 △177 －

その他 610 △10

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,996 △1,860
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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   

短期借入金の純増減額（△は減少） 385 △651

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △41

長期借入金の返済による支出 △53 △31

社債の償還による支出 △1,501 －

自己株式の取得による支出 △3 △0

配当金の支払額 △381 △434

少数株主への配当金の支払額 △38 △10

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,593 △1,170

現金及び現金同等物に係る換算差額 28 400

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △423 2,653

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 18,495 23,503
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 該当事項はありません。 

  

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） 

（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  

       前第２四半期連結累計期間 

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 16,917 10,597 7,259 2,720 2,814 11,407 2.347 54,064 － 54,064

(2)セグメント間の内

部売上高又は振

替高 
 －  － － － － 790 1,223 2,014 (2,014) －

計 16,917 10,597 7,259 2,720 2,814 12,197 3,571 56,079 (2,014) 54,064

営業利益 

（△は営業損失）  1,041  1,003 735 △100 61 1,355 158  4,256 (571) 3,684

  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 
11,518 11,951 2,992 1,593 2,148 646 30,849  － 30,849

(2)セグメント間の内

部売上高又は振

替高 
 －  － － － － 1,004 1,004 (1,004) －

計 11,518 11,951 2,992 1,593 2,148 1,650 31,854 (1,004) 30,849

営業利益 

（△は営業損失）  107  571 △168 △114 △103 △94 198 (782) △584

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 
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当第２四半期連結累計期間  

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  

前第２四半期連結累計期間  

（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「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、当第２四半期連結累計期間の営業利益が、鋳造分野で６百万円増加し、投射材・研磨材分野で３百万円

減少している。 
  
当第２四半期連結累計期間 

（工事契約に関する会計基準）  

 当社及び国内連結子会社は、「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、第１四半期連結会計期間より「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

159百万円、「表面処理分野」で88百万円、「環境関連分野」で225百万円、「メカトロ関連分野」で１百万

円、売上高が増加し、「鋳造分野」「表面処理分野」の営業利益がそれぞれ20百万円増加し、「環境関連分

野」「メカトロ関連分野」の営業損失がそれぞれ５百万円、０百万円減少している。   

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、第１四半期連結会計期

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２四半期連結累計期間の「表面処理分野」の外部顧客に対する売上高が

6,569百万円増加し、営業利益が649百万円増加している。  

 なお、前第２四半期連結累計期間のセグメント情報を当第２四半期連結累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）  

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 16,917  22,004 7,259 2,720 2,814 2,347 54,064  － 54,064

(2)セグメント間の内

部売上高又は振

替高 
 －  － － － － 1,223 1,223 (1,223) －

計 16,917 22,004 7,259 2,720 2,814 3,571 55,288 (1,223) 54,064

営業利益 

（△は営業損失） 1,041 2,359 735 △100 61 158 4,256 (571) 3,684
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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） 

  

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） 

（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  

前第２四半期連結累計期間 

（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）を適用している。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業

利益が、日本で２百万円減少している。 

  

（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） 

 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、当第２四半期連結累計期間の営業利益が北アメリカで８百万円増加し、アジアで５百万円減少してい

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 
 43,663  2,210  3,407  2,436  2,346  54,064  －  54,064

(2)セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 602  2  268  553  82  1,508 (1,508)  －

計  44,265  2,212  3,675  2,990  2,429  55,573 (1,508)  54,064

営業利益 

（△は営業損失） 
 4,005  △129  51  302  179  4,410 (725)  3,684

  
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 
 22,241  1,598  3,919  1,771  1,319  30,849  －  30,849

(2)セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 302  3  554  109  11  981 (981)  －

計  22,544  1,601  4,473  1,880  1,331  31,831 (981)  30,849

営業利益 

（△は営業損失） 
 △289  8  241  170  115  246 (830)  △584
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当第２四半期連結累計期間  

（工事契約に関する会計基準） 

 当社及び国内連結子会社は、「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、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、当第２四半期連結累計期間の外

部顧客に対する売上高が「日本」で475百万円増加し、営業損失が46百万円減少している。 

  

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） 

 （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・メキシコ 

(2)ヨーロッパ…………ロシア・ドイツ 

(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、第１四半期連結会計期間より「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151百万円増加している。 

  

 該当事項はありません。 

  

該当する事項はありません。  

  

  

〔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）  2,667  3,273  6,982  2,310  15,233

Ⅱ 連結売上高（百万円）                          54,064

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 4.9  6.1  12.9  4.3  28.2

  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）  1,898  3,198  6,669  1,269  13,034

Ⅱ 連結売上高（百万円）                          30,849

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 6.2  10.4  21.6  4.1  42.3

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報
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