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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4月1日～平成21年12月31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 44,794 △39.7 △676 ― △322 ― △415 ―

21年3月期第3四半期 74,265 ― 5,715 ― 6,397 ― 2,714 ―

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 △7.63 ―

21年3月期第3四半期 49.80 ―

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 98,076 64,251 64.0 1,151.70
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3四半期  62,766百万円 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  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 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） 

（注）詳細は４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他及び１１ページ【５．四半期連結財務諸表】（５）セグメント情報（注）３．事業区分の変更をご
覧ください。 

(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 

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 2社 （社名
新東ブレーター株式会社、新東サー
ブラスト株式会社

）

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3四半期 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3四半期  2,055,029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3四半期 54,499,729株 21年3月期第3四半期 54,505,238株
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  当第３四半期累計期間の経済は、各国の財政出動による景気対策や中国をはじめとする新興国のけん引で底打ち傾

向にあるものの、国内については、個人消費や設備投資の低迷が継続し、厳しい景況感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に明るい兆しが見られますが、国内では主要顧客の自動車業界を

はじめ、建機、工作機械業界などで依然として設備余剰が継続し、急速な需要回復は難しい状況が続きました。 

 このような情勢のもと、設備の稼動に必要な消耗材やメンテナンス需要に回復の兆候が感じられる中、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たが、当第３四

半期累計の受注高は、３９,３２３百万円(前年同四半期比５１,４５９百万円減)、売上高は、４４,７９４百万円 

(同２９,４７１百万円減)、受注残高は、３５,１５１百万円(同２３,６８５百万円減)となりました。 

 収益面につきましては、一層の固定費削減や即効性あるコストダウンに努めましたが、売上の大幅減少の影響を補

えず、営業損失６７６百万円(前年同四半期は営業利益５，７１５百万円)、経常損失は、３２２百万円（前年同四半

期は経常利益６，３９７百万円)、四半期純損失４１５百万円(前年同四半期は四半期純利益２，７１４百万円)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、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〕 

 ロシア向けを中心とした欧州や中国市場での設備需要は堅調でしたが、国内における自動車、工作機械関連の需要

に回復の兆しが見られず、売上高は１５，２１５百万円(前年同四半期比３４．４％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、１２９百万円(前年同四半期は営業利益１，７６６百万円)

の損失計上となりました。 

  

〔表面処理分野〕 

 表面処理装置に使用する投射材が、中国などの海外需要を中心に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研磨装置が寄与いたしましたが、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、１８，９５３百万円(同３７．９％減)となりました。営業利益

は、売上減少の影響により、１，２５３百万円(同６６．２％減)となりました。 

  

〔環境関連分野〕 

  コンパクト型のＶＯＣガス浄化装置が売上に貢献いたしましたが、工作機械向け汎用集塵機やアルミ部品製造設備

向け大型集塵装置が業界全般の投資抑制により低迷し、売上高は、４，８１６百万円(同４９．５％減)となりまし

た。営業損益は、大幅な需要減により、１７８百万円(前年同四半期は営業利益９０８百万円)の損失計上となりまし

た。 

 

〔物流分野〕 

 自動車関連向けコンベアが、北米および国内市場ともに需要低迷が継続し、売上高は、２，２９５百万円 

(同４４．０％減)となりました。営業損益は、売上減と価格競争の激化により１６０百万円(前年同四半期は営業損失

１３９百万円)の損失となりました。 

  

〔メカトロ関連分野〕 

 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２，７３５百万円 

(同２８．９％減)、営業損益は、１３５百万円(前年同四半期は営業利益１２４百万円)の損失となりました。 

  

〔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て、売上高は２，２２５百万円(同５４．２％減)、営業損益は、 

１８９百万円(前年同四半期は営業利益２２５百万円)の損失となりました。  

  

（１）資産、負債及び純資産の状況 

 当第３四半期末における資産合計は、前期末比４，８４０百万円減の９８，０７６百万円となりました。これは、

投資有価証券等の固定資産が前期末比３，２１３百万円増加した一方、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８，０５４百万円減少したこと等によるものであります。 

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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 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５，７７３百万円減少したこと等により、負債合計

は、前期末比５，４５９百万円減少の３３，８２５百万円となりました。 

 純資産の部では、利益剰余金が前期末比１，１２４百万円減少したものの、その他有価証券評価差額金が 

１，３５３百万円増加したこと等により、純資産合計は、前期末比６１９百万円増加の６４，２５１百万円となりま 

した。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動による３，３２１百万円の収入、

投資活動による２，６６１百万円の支出、および財務活動による１，６３６百万円の支出などによって、当第３四半

期末の資金の残高は、前期末と比べて８０６百万円減少して、２０，０４３百万円となりました。 

  

  

平成２１年１１月１０日に公表いたしました連結業績予想から修正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。また、前連結会計年度まで連結子会社であった新東サーブラ

スト（株）は、平成21年11月10日に清算結了したため、連結の範囲から除外しております。  

②変更後の連結子会社の数 

 29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３四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、第２四半期連結会計期

間末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３四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１，２４３百万円増加し、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１６７百万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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 13,175 16,150

受取手形及び売掛金 21,121 30,268

有価証券 7,667 5,284

製品 1,440 1,649

仕掛品 9,232 7,508

原材料及び貯蔵品 3,737 3,017

その他 2,981 3,494

貸倒引当金 △199 △160

流動資産合計 59,157 67,211

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,830 6,173

機械装置及び運搬具（純額） 4,211 4,557

土地 4,950 4,821

その他（純額） 1,624 1,213

有形固定資産合計 17,617 16,765

無形固定資産   

のれん 55 59

その他 1,040 793

無形固定資産合計 1,095 852

投資その他の資産   

投資有価証券 17,128 14,659

その他 3,144 3,492

貸倒引当金 △67 △64

投資その他の資産合計 20,205 18,087

固定資産合計 38,919 35,705

資産合計 98,076 102,917
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 10,919 15,093

短期借入金 2,173 2,956

未払法人税等 144 578

賞与引当金 791 1,598

役員賞与引当金 51 126

プラント保証引当金 633 491

受注損失引当金 13 30

環境安全対策引当金 1 2

その他 11,116 10,741

流動負債合計 25,845 31,618

固定負債   

社債 2,600 2,600

長期借入金 333 358

退職給付引当金 2,763 2,826

役員退職慰労引当金 143 178

環境安全対策引当金 323 323

その他 1,817 1,379

固定負債合計 7,980 7,666

負債合計 33,825 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 50,687 51,811

自己株式 △1,139 △1,138

株主資本合計 61,548 62,673

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,837 1,484

為替換算調整勘定 △1,619 △2,003

評価・換算差額等合計 1,218 △519

少数株主持分 1,484 1,478

純資産合計 64,251 63,632

負債純資産合計 98,076 102,917
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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：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 74,265 44,794

売上原価 53,542 32,703

売上総利益 20,723 12,090

販売費及び一般管理費 15,008 12,767

営業利益又は営業損失（△） 5,715 △676

営業外収益   

受取利息 176 89

受取配当金 350 184

負ののれん償却額 4 2

持分法による投資利益 148 102

その他 216 207

営業外収益合計 895 587

営業外費用   

支払利息 114 82

その他 98 151

営業外費用合計 213 233

経常利益又は経常損失（△） 6,397 △322

特別利益   

固定資産売却益 7 0

投資有価証券売却益 74 43

特別利益合計 81 44

特別損失   

固定資産除売却損 109 21

減損損失 34 －

投資有価証券売却損 0 －

投資有価証券評価損 1,354 71

関係会社株式売却損 35 －

持分変動損失 21 －

その他 － 5

特別損失合計 1,555 98

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（△）

4,923 △375

法人税、住民税及び事業税 1,736 415

法人税等調整額 354 △368

法人税等合計 2,091 47

少数株主利益又は少数株主損失（△） 117 △7

四半期純利益又は四半期純損失（△） 2,714 △415
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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（△）

4,923 △375

減価償却費 1,479 1,454

のれん償却額 0 2

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,029 △806

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 32 △91

受注損失引当金の増減額（△は減少） △46 △16

貸倒引当金の増減額（△は減少） △40 36

退職給付引当金の増減額（△は減少） 102 △67

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 27 △34

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） △4 △1

受取利息及び受取配当金 △527 △274

支払利息 114 82

為替差損益（△は益） △22 △0

持分法による投資損益（△は益） △148 △102

有価証券売却損益（△は益） △74 －

有形固定資産除売却損益（△は益） 88 20

減損損失 34 －

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 1,366 68

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） 2,421 9,338

たな卸資産の増減額（△は増加） △6,123 △2,036

仕入債務の増減額（△は減少） △624 △4,353

未払消費税等の増減額（△は減少） △141 △503

前受金の増減額（△は減少） 4,834 576

その他 39 418

小計 6,489 3,337

利息及び配当金の受取額 549 302

利息の支払額 △121 △96

法人税等の支払額 △3,623 △903

法人税等の還付額 － 682

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,294 3,321
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

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 △1,830 △648

定期預金の払戻による収入 1,476 890

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 30 168

有形固定資産の取得による支出 △2,420 △2,149

有形固定資産の売却による収入 97 16

投資有価証券の取得による支出 △913 △747

投資有価証券の売却及び償還による収入 1,041 284

貸付けによる支出 △2 △139

貸付金の回収による収入 31 9

無形固定資産の取得による支出 △144 △348

営業譲受による支出 △172 －

その他 2 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,803 △2,661

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） 748 △807

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △66

長期借入金の返済による支出 △68 △47

社債の償還による支出 △1,501 －

自己株式の取得による支出 △4 △1

配当金の支払額 △811 △702

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 △1,676 △1,636

現金及び現金同等物に係る換算差額 △360 170

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,546 △806

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 17,372 20,043

- 9 -

新東工業㈱(6339)　平成22年３月期　第３四半期決算短信



 該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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３四半期連結累計期間 

  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  23,191  14,463 9,545 4,097 3,846 16,054 3,066  74,265 － 74,265

(2)セグメント間の内

部売上高又は振替

高 
 －  － － － － 994 1,791  2,786 (2,786) －

計  23,191  14,463 9,545 4,097 3,846 17,048 4,858  77,051 (2,786) 74,265

営業利益 

（△は営業損失）  1,766  1,407 908 △139 124 2,307 225  6,600 (885) 5,715

  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  15,215  18,953 4,816 2,295 2,735 777 44,794  － 44,794

(2)セグメント間の内

部売上高又は振替

高 
 －  － － － － 1,448 1,448 (1,448) －

計  15,215  18,953 4,816 2,295 2,735 2,225 46,242 (1,448) 44,794

営業利益 

（△は営業損失） 
 △129  1,253 △178 △160 △135 △189 460 (△1,137) △676

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３四半期連結累計期間 

  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３四半期連結累計期間  

 （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３四半期連結累計期間の営業利

益が、鋳造分野で２百万円、その他分野で０百万円それぞれ減少している。 

 （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３四半期連結累計期間の営業利益が、鋳造分野で３百万円増加し、投射材・研磨材分野で４百万円減少して

いる。 

  

当第３四半期連結累計期間 

（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305百万

円、「表面処理分野」で243百万円、「環境関連分野」で676百万円、「メカトロ関連分野」で18百万円、売上高

が増加し、「鋳造分野」、「環境関連分野」、「メカトロ関連分野」の営業損失がそれぞれ34百万円、83百万

円、３百万円減少し、「表面処理分野」の営業利益が45百万円増加している。  

  

３．事業区分の変更  

当第３四半期連結累計期間 

 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３四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

10,391百万円増加し、営業利益が1,342百万円増加している。  

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  
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 なお、前第３四半期連結累計期間のセグメント情報を当第３四半期連結会計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３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日）  

  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  23,191  30,517 9,545 4,097 3,846 3,066 74,265  － 74,265

(2)セグメント間の内

部売上高又は振

替高 
 －  － － － － 1,791 1,791 (1,791) －

計  23,191  30,517 9,545 4,097 3,846 4,858 76,057 (1,791) 74,265

営業利益 

（△は営業損失）  1,766  3,714 908 △139 124 225 6,600 (885) 5,715
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前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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３四半期連結累計期間 

 （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３四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３四半期連結累計期間の営業利益が「北アメリカ」で15百万円増加し、「アジア」で17百万円減少

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 

 59,505  2,969  5,580  3,163  3,046  74,265  －  74,265

(2)セグメント

間の内部売

上高又は振

替高 

 922  2  272  1,158  82  2,437 (2,437)  －

計  60,428  2,971  5,852  4,321  3,129  76,703 (2,437)  74,265

営業利益 

（△は営業損失） 
 5,675  △169  587  394  308  6,795 (1,080)  5,715

  
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 

 32,128  1,842  5,841  2,804  2,178  44,794  －  44,794

(2)セグメント

間の内部売

上高又は振

替高 

 437  12  543  124  10  1,128 (1,128)  －

計  32,565  1,854  6,385  2,928  2,189  45,923 (1,128)  44,794

営業利益 

（△は営業損失） 
 △523  △49  545  400  201  574 (1,251)  △676
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当第３四半期連結累計期間 

 （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３四半期連結累計期間の外

部顧客に対する売上高が「日本」で1,243百万円増加し、営業損失が167百万円減少している。 

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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…………ドイツ・ロシア 

(3)アジア………………中国・台湾・アセアン諸国 

(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、当第３四半期連

結累計期間の海外売上高が「アジア」で８０百万円増加している。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

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）  3,659  4,470  10,929  3,003  22,062

Ⅱ 連結売上高（百万円）                          74,265

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 4.9  6.0  14.7  4.0  29.7

  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）  2,328  4,244  9,782  2,136  18,491

Ⅱ 連結売上高（百万円）                          44,794

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 5.2  9.5  21.8  4.8  41.3

（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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