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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年3月21日～平成21年12月20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3四半期 9,589 ― △655 ― △398 ― △312 ―

21年3月期第3四半期 17,353 △3.6 978 △19.7 959 △24.0 520 △35.7

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3四半期 △5.87 ―

21年3月期第3四半期 9.86 ―

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3四半期 19,525 15,210 77.9 285.40
21年3月期 21,611 15,581 72.1 292.37

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  15,210百万円 21年3月期  15,581百万円

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  

平成22年3月期（予想）の期末配当金については、未定であります。 

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 ― 2.00 ― 1.00 3.00
22年3月期 ― 0.00 ―

22年3月期 
（予想）

― ―

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年3月21日～平成22年3月20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  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

通期 13,100 △38.7 △930 ― △560 ― △380 ― △7.13
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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  無  

(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.その他をご覧下さい。 

(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予想数値は、本資料の発行日現在において入手可能な情報に基づいて算出しており、実際の業績は、今後様々な要因によっ 
て異なる結果となる可能性があります。 
詳細は、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参照下さい。 
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。 
３.経営環境の急速な悪化に伴い平成22年3月期通期の業績予想の修正を余儀なくされ、今後の業績の見通しも極めて不透明であることから、当期の配当
金につきましては、現時点では未定とさせていただきます。今後の事業推移や業績見通しを勘案の上で、決定次第速やかに開示を行う予定です。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 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3四半期 53,296,100株 21年3月期  53,296,100株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  1,551株 21年3月期  1,550株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 53,294,550株 21年3月期第3四半期 52,801,180株
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当第３四半期連結累計期間（平成21年３月21日～平成21年12月20日）のわが国経済は、国内外で実施された景気

刺激策により製造業を中心とした景気の持ち直しや輸出の回復傾向が出てきたものの、依然として企業収益の低迷

や設備の過剰感から景気回復力の弱い状況が持続しました。 

このような状況下、自動車メーカーや製鉄メーカーなど生産設備の稼働率が低下したメーカーの設備投資抑制の

影響から、工作機械や産業機械など当社グループの主要顧客となる設備機械メーカーなどからの需要は低迷した状

況が続いてまいりました。 

この結果、当社グループの当第３四半期連結累計期間における連結業績は、売上高は95億８千９百万円となりま

した。減収に対応した収益改善策として原価低減活動や経費削減に取り組みましたが、営業損失は６億５千５百万

円となりました。また、減産に対応した工場従業員等の一時帰休の実施で雇用調整助成金（２億３千８百万円）が

計上されたことから、経常損失は３億９千８百万円となりました。 

特別損失に早期退職優遇制度利用に伴う退職特別加算金等４千５百万円、事業部門の改編に伴う事業構造改善費

用２千１百万円を計上したことにより、四半期純損失は３億１千２百万円となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりです。 

  （油空圧機器事業） 

 内外の景気対策や消費刺激策による景気押し上げ効果から自動車販売台数も回復してきたことで、自動車メーカ

ーに牽引される自動車関連機器メーカーを中心として油空圧機器製品の需要に回復傾向が見られるようになってま

いりました。一方で、設備過剰感が高止まった状況に変わりはないことから、製鉄機械や環境機械など大型設備の

需要は低迷した状況にありました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は83億５千７百万円となり、営業利益は１億３千４百万円となり

ました。 

（機械・装置事業） 

 エコカー減税や買い替え補助金制度などの政府支援策で自動車販売台数が伸び、自動車生産が回復してきたもの

の、生産設備の過剰感は解消されていないことから、自動車メーカーからの新規設備投資需要が中断した状況にあ

りました。一方、中国が世界の自動車市場を牽引する様相を呈してきたことで、中国自動車メーカーからの設備発

注の引き合いが徐々に増えてまいりました。また、半導体製造装置メーカーからの設備発注は依然として大きな落

ち込みが続いておりますが、やや持ち直しの兆しが出てまいりました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は12億３千１百万円となり、営業損失は８千７百万円となりまし

た。  

   

①資産、負債及び純資産の状況 

（流動資産） 

 流動資産は128億５千９百万円と前連結会計年度末比21億８百万円減少しておりますが、これは主として受取手

形及び売掛金の減少32億１千８百万円、現金及び預金の増加18億１千万円によるものであります。 

（固定資産） 

 固定資産は66億６千６百万円と前連結会計年度末比２千３百万円増加しておりますが、これは主として繰延税金

資産の増加２億９千６百万円、有形固定資産の減少２億３千１百万円によるものであります。 

（負債） 

 負債は43億１千５百万円と前連結会計年度末比17億１千３百万円減少しておりますが、これは主として支払手形

及び買掛金の減少13億６百万円によるものであります。 

（純資産） 

 純資産は152億１千万円と前連結会計年度末に比べて３億７千１百万円減少しておりますが、これは主として利

益剰余金の減少３億６千５百万円によるものであります。 

②キャッシュ・フローの状況 

 当第３四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。）の残高は前連結会計年度末

に比べて17億７百万円増加し、37億３千万円となりました。  

 （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の営業活動によるキャッシュ・フローは、主として仕入債務の減少12億９千万円によ

り減少したものの、売上債権の減少32億１千６百万円等により、21億４百万円の資金の増加となりました。  

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

２．連結財政状態に関する定性的情報
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 （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の投資活動によるキャッシュ・フローは、主として定期預金の払戻による収入１億円

により増加したものの、定期預金の預入による支出２億２百円、有形固定資産の取得による支出１億１百万円等に

より、２億２千６百万円の資金の減少となりました。 

 （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の財務活動によるキャッシュ・フローは、主として長期借入金の返済による支出９千

５百万円、配当金の支払５千３百万円等により、１億５千１百万円の資金の減少となりました。 

  

 平成21年10月19日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

 なお、今後の市況や顧客動向、経済情勢の動向のほか、経営合理化施策の実施などで、今後の業績に影響を及ぼ

す場合には、開示基準に従って速やかに開示をいたします。 

 経営合理化施策の詳細は、15ページをご覧下さい。 

  

 該当事項はありません。 

 該当事項はありません。  

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．所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ 

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会

第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年

４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用できることになったことに伴い、当第１

四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によってお

ります。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース

期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。なお、この変更が営業損失、経常損失及

び税金等調整前四半期純損失に与える影響はありません。 

 当社及び一部の連結子会社は、耐用年数省令の改正を契機に、資産の利用状況を見直した結果、一部の機械 

装置について、当第１四半期連結会計期間から、耐用年数を主として10年から12年に延長しております。 

これにより、当第３四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失はそれぞれ 

26,535千円減少しております。 

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

（４）追加情報
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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21年12月20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20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,210,502 2,400,371

受取手形及び売掛金 5,118,153 8,336,862

商品及び製品 245,123 328,090

仕掛品 1,881,059 2,250,758

原材料及び貯蔵品 958,893 1,209,149

繰延税金資産 238,772 343,103

その他 221,433 116,015

貸倒引当金 △14,924 △16,624

流動資産合計 12,859,014 14,967,726

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,288,692 1,359,594

機械装置及び運搬具（純額） 923,856 1,061,268

土地 3,130,893 3,131,824

その他（純額） 142,697 164,780

有形固定資産合計 5,486,139 5,717,469

無形固定資産   

無形固定資産合計 186,421 219,067

投資その他の資産   

投資有価証券 171,787 166,709

長期貸付金 56,685 50,306

繰延税金資産 658,172 361,672

破産更生債権等 6,314 14,111

その他 107,818 128,554

貸倒引当金 △6,370 △14,161

投資その他の資産合計 994,407 707,192

固定資産合計 6,666,969 6,643,729

資産合計 19,525,984 21,611,455
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月20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20日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,148,487 3,454,823

1年内返済予定の長期借入金 － 95,000

未払金 341,979 485,813

未払法人税等 6,465 77,409

賞与引当金 121,921 269,973

受注損失引当金 15,726 3,714

その他 432,209 399,054

流動負債合計 3,066,789 4,785,790

固定負債   

退職給付引当金 968,293 925,919

役員退職慰労引当金 83,951 126,136

負ののれん 122,635 128,182

その他 73,908 63,500

固定負債合計 1,248,788 1,243,738

負債合計 4,315,578 6,029,528

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,153,450 3,153,450

資本剰余金 3,916,669 3,916,669

利益剰余金 8,211,350 8,577,289

自己株式 △272 △271

株主資本合計 15,281,197 15,647,136

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 18,586 21,901

為替換算調整勘定 △89,378 △87,111

評価・換算差額等合計 △70,791 △65,209

純資産合計 15,210,405 15,581,927

負債純資産合計 19,525,984 21,611,455
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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21年３月21日 
 至 平成21年12月20日) 

売上高 9,589,056

売上原価 7,761,236

売上総利益 1,827,820

販売費及び一般管理費 2,483,435

営業損失（△） △655,615

営業外収益  

受取利息 2,736

受取配当金 1,797

受取賃貸料 24,654

負ののれん償却額 5,546

持分法による投資利益 6,102

仕入割引 1,099

助成金収入 238,299

デリバティブ評価益 4,695

その他 13,129

営業外収益合計 298,062

営業外費用  

支払利息 47

売上割引 10,401

不動産賃貸原価 9,499

訴訟関連費用 5,000

為替差損 11,081

その他 5,162

営業外費用合計 41,192

経常損失（△） △398,745

特別利益  

固定資産売却益 2,134

貸倒引当金戻入額 8,231

特別利益合計 10,365

特別損失  

固定資産除売却損 10,777

退職特別加算金 45,175

事業構造改善費用 21,076

特別損失合計 77,029

税金等調整前四半期純損失（△） △465,409

法人税、住民税及び事業税 40,173

法人税等調整額 △192,939

法人税等合計 △152,765

四半期純損失（△） △312,644
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年９月21日 
 至 平成21年12月20日) 

売上高 2,983,272

売上原価 2,400,664

売上総利益 582,608

販売費及び一般管理費 768,743

営業損失（△） △186,135

営業外収益  

受取利息 802

受取配当金 74

受取賃貸料 8,034

負ののれん償却額 1,848

持分法による投資利益 3,444

仕入割引 370

助成金収入 69,029

その他 6,747

営業外収益合計 90,353

営業外費用  

売上割引 3,744

不動産賃貸原価 3,045

為替差損 18,271

デリバティブ評価損 1,944

営業外費用合計 27,006

経常損失（△） △122,787

特別利益  

固定資産売却益 607

貸倒引当金戻入額 452

特別利益合計 1,060

特別損失  

固定資産除売却損 2,472

退職特別加算金 2,180

事業構造改善費用 21,076

特別損失合計 25,729

税金等調整前四半期純損失（△） △147,456

法人税、住民税及び事業税 21,616

法人税等調整額 △64,146

法人税等合計 △42,530

四半期純損失（△） △104,925
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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21年３月21日 
 至 平成21年12月20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損失（△） △465,409

減価償却費 361,754

負ののれん償却額 △5,546

賞与引当金の増減額（△は減少） △148,045

受注損失引当金の増減額（△は減少） 12,011

退職給付引当金の増減額（△は減少） 42,373

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △42,185

受取利息及び受取配当金 △4,534

支払利息 47

為替差損益（△は益） 18,102

固定資産売却損益（△は益） △855

固定資産除却損 9,498

売上債権の増減額（△は増加） 3,216,851

たな卸資産の増減額（△は増加） 702,077

仕入債務の増減額（△は減少） △1,290,669

未払金の増減額（△は減少） △135,494

その他 △53,732

小計 2,216,242

利息及び配当金の受取額 4,614

利息の支払額 △393

法人税等の支払額 △115,705

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,104,758

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 △202,794

定期預金の払戻による収入 100,000

有形固定資産の取得による支出 △101,805

有形固定資産の売却による収入 6,496

長期貸付けによる支出 △6,379

その他 △21,839

投資活動によるキャッシュ・フロー △226,322

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △95,000

配当金の支払額 △53,294

その他 △3,251

財務活動によるキャッシュ・フロー △151,545

現金及び現金同等物に係る換算差額 △19,553

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,707,336

現金及び現金同等物の期首残高 2,022,681

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,730,018
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 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。 

  

 該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間（自平成21年３月21日 至平成21年12月20日） 

  

 当第３四半期連結累計期間（自平成21年３月21日 至平成21年12月20日） 

    本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメ 

    ント情報の記載を省略しております。 

 当第３四半期連結累計期間（自平成21年３月21日 至平成21年12月20日）  

  海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

（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〕

  
油空圧機器事
業（千円） 

機械・装置事
業（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  8,357,420  1,231,636  9,589,056         -  9,589,056

(2）セグメント間の内部売上高

及び振替高 
 23,350  21,960  45,310  △45,310       - 

計  8,380,770  1,253,597  9,634,367  △45,310  9,589,056

営業利益（損失は△)  134,032  △87,730  46,301  △701,916  △655,615

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

10

㈱ＴＡＩＹＯ(6252)　平成22年3月期　第3四半期決算短信



「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）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20年３月21日 至 平成20年12月20日）  

  
前年同四半期

（平成21年３月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高       17,353,203  100.0

Ⅱ 売上原価       13,288,298  76.6

売上総利益       4,064,904  23.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費       3,086,073  17.8

営業利益       978,831  5.6

Ⅳ 営業外収益                 

１．受取利息  4,822      

２．受取配当金  2,602           

３．賃貸収入  25,380            

４．持分法による投資利益  6,032            

５．仕入割引  10,486            

６．その他  18,749  68,073  0.4

Ⅴ 営業外費用                

１．支払利息  4,650           

２．売上割引  12,306           

３．デリバティブ評価損  37,930            

４．賃貸資産原価  10,334            

５．環境安全対策費  14,000            

６．その他  8,208  87,429  0.5

経常利益       959,476  5.5

Ⅵ 特別利益                

１．貸倒引当金戻入益  3,063  3,063  0.0

Ⅶ 特別損失                

１．固定資産除売却損  8,736  8,736  0.0

税金等調整前四半期純利
益       953,802  5.5

法人税、住民税及び事業
税  271,069           

法人税等調整額  162,375  433,445  2.5

四半期純利益       520,357  3.0
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前第３四半期連結累計期間（自 平成20年３月21日 至 平成20年12月20日） 

  

  

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期

（平成21年３月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 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  953,802

 減価償却費   400,714

賞与引当金の増減額 
(△：減少)   100,255

退職給付引当金の増減額
(△：減少)  △4,717

役員退職慰労引当金の増
減額(△：減少)  12,888

売上債権の増減額 
(△：増加)   1,551,085

たな卸資産の増減額 
(△：増加) △171,268

仕入債務の増減額 
(△：減少) △1,250,488

その他 △442,704

小計  1,149,567

利息及び配当金の受取額  8,044

利息の支払額 △6,184

法人税等の支払額 △716,201

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー  435,226

Ⅱ 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 △148,119

定期預金の払戻による収
入  45,323

有形固定資産の取得によ
る支出 △471,736

その他 △49,945

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△624,478
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前第３四半期連結累計期間（自 平成20年３月21日 至 平成20年12月20日）  

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年３月21日 至 平成20年12月20日） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメ

ント情報の記載を省略しております。 

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年３月21日 至 平成20年12月20日） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

  
前年同四半期

（平成21年３月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー      

短期借入金増減額 △65,000

長期借入金の返済による
支出 △285,000

株式発行による収入  418,500

自己株式売却による収入  270,490

配当金の支払額 △324,196

その他 △242

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー  14,551

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

△26,470

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加
額(△：減少) 

△201,171

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高  1,714,841

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末
残高  1,513,669

    

（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
油空圧機器事
業（千円） 

機械・装置事
業（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  13,277,920  4,075,282  17,353,203  －  17,353,203

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 90,264  1,176  91,441  △91,441  －

計  13,368,184  4,076,459  17,444,644  △91,441  17,353,203

営業費用  11,770,650  3,882,651  15,653,301  721,069  16,374,371

営業利益  1,597,534  193,807  1,791,342  △812,510  978,831

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕
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(生産、受注及び販売の状況) 

(1）生産実績 

 当第３四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毎に示すと、次の通りであります。 

   

 （注）１．セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２．金額は販売価格によっております。 

３．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 

 当第３四半期連結累計期間における受注実績を事業の種類別セグメント毎に示すと、次の通りであります。  

   

 （注）１．セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２．金額は販売価格によっております。 

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(3）販売実績 

 当第３四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毎に示すと、次の通りであります。 

  

 （注）１．セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。  

  

６．その他の情報

事業の種類別セグメントの名称 

当第３四半期連結累計期間
（自 平成21年３月21日 
  至 平成21年12月20日） 

金額（千円）

油空圧機器事業 7,595,451  

機械・装置事業 1,222,186  

合計  8,817,638 

種類別セグメントの名称 

当第３四半期連結累計期間
（自 平成21年３月21日 
  至 平成21年12月20日） 

受注高
（千円） 

受注残高
（千円） 

油空圧機器事業 7,483,281  1,881,857  

機械・装置事業 976,525  1,078,662  

合計 8,459,807  2,960,519  

事業の種類別セグメントの名称 

当第３四半期連結累計期間
（自 平成21年３月21日 
  至 平成21年12月20日） 

金額（千円）

油空圧機器事業 8,357,420  

機械・装置事業                       1,231,636 

合計 9,589,056  
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(決定した経営合理化施策の進捗状況) 

  

既に発表しております経営合理化施策の進捗状況は次の通りであります。 

１．事業構造改革について 

(1)工場の機能別再編成の実施 

 ①本社工場（機械・装置事業、新製品開発事業、子会社・タイヨーテクノ㈱） 

   機械・装置事業は自動車メーカー向けと半導体製造装置メーカー向けの事業を平成21年９月に装置ビジネス

ユニットとして一体化して競争力のある 適な生産体制を構築いたしました。また新製品を開発し新事業を創

出する目的で本社工場に設置した事業開発部を平成21年12月に組織再編し、機器ビジネスと装置ビジネスのシ

ナジーをさらに追求してまいります。また、環境・エネルギー分野を得意とするタイヨーテクノ㈱は平成22年

５月を目処に大阪佃工場から本社工場に移転する準備を進めており、機械・装置事業とのシナジー効果をより

高めてまいります。 

 ②山口工場（標準油圧機器製品） 

   本社工場で生産している油圧機器のうち、標準油圧機器に関連する製品を平成21年12月に同工場に生産集約

を完了いたしました。 

 ③奈良工場（子会社・タイヨーテック㈱）（特注油圧機器製品） 

   本社工場およびタイヨーテック㈱で生産している油圧機器のうち、特注油圧機器に関連する製品は平成22年

３月を目処に同工場に生産集約する準備を進めております。 

 ④筑波工場（空気圧機器製品） 

   本社工場で生産している空気圧機器に関連する製品を平成21年12月に同工場に生産集約を完了いたしまし

た。 

  

(2)重点分野への戦略シフト 

 ①中国市場でのコアビジネスの強化充実 

   中国は世界的な経済減速化にあっても高い成長率を誇り、中国国内のインフラ整備のための需要が期待され

る成長市場であることから、生産体制、販売体制の拡充強化のため中国子会社（太派液圧気動（上海）有限公

司）に経営資源を戦略的にシフトしてまいります。その準備のため本社内に中国プロジェクトを平成21年７月

に設置し、平成22年度中を目処に順次空気圧機器製品の現地生産化を進めてまいります。また、あわせて特注

油圧機器製品の現地販売体制の拡充も計画しております。 

 ②次世代製品の開発推進 

   当社グループは、「知的動作制御（Intelligent Motion & Control）」を事業コンセプトに、物を動かすた

めの基本動作をする油圧・空圧機器、生産ラインの一翼を担う機械・装置、およびこれらを組み合わせた生産

システムを提供しております。本社工場では平成21年12月に組織再編した新・事業開発部が核となり、当社の

これまで長年培ってきた動作と制御の技術力を結集し、電動機器や環境・エネルギー分野に関する次世代製品

の開発・事業化に取り組んでまいります。 

   なお、既存のコアビジネスである油圧機器事業は山口・奈良の２工場で、また空気圧機器事業は筑波工場に

平成21年12月に生産集約が完了したことから、更なる生産体制の高効率化とコアビジネスとして更なる深化に

取り組んでまいります。 

    

２．収益構造改革について 

(1) 販売拠点の再編 

販売拠点の再編につきましては、前期末で５ブロック、21営業所、１駐在事務所の販売拠点を、平成21年９

月までに３ブロック（東部、中部、西部）、15営業体制への再編が完了いたしました。これにより販売体制の

効率化を推進していくとともに、拠点維持に関わるコスト低減に取り組んでおります。またタイヨーテクノ㈱

東京支店は平成21年６月に当社東部ブロック拠点内に移転完了し、拠点維持コストの低減を図るとともに両社

の営業協力体制をさらに強化してまいります。 

(2) 生産量減少に伴う施策 

急激な受注の減少に伴い、平成21年４月から減産に対応して工場従業員等を対象として一時帰休を実施して

おりますが、現在も受注量の回復には至っておらず引き続き継続しております。また工場の機能別再編に伴い

パートタイマーなど非正規雇用労働者の契約解除や正社員の 適配置を行いました。 

(3) 役員報酬の減額 

   平成21年４月より役員報酬の減額ならびに監査役報酬の自主返上を行っておりますが、引き続き継続してお

ります。 
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(4) 社員給与の減額 

   役員と同様に当社社員（執行役員、管理職、一般社員）の給与減額を引き続き継続しております。 

(5) その他の取り組み 

      役員報酬の減額や社員給与の賃金カットなどの人件費削減の継続のほか、原価低減活動や徹底した固定経費

    の削減に全社で取り組んでおります。 
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