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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 68,269 △29.7 1,155 △83.7 1,642 △78.9 569 △82.9

21年3月期 97,164 △9.5 7,069 △19.7 7,803 △18.0 3,328 △33.7

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 10.45 ― 0.9 1.6 1.7
21年3月期 61.06 ― 5.3 7.2 7.3

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  182百万円 21年3月期  186百万円

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 96,846 65,705 66.3 1,178.30
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  64,196百万円 21年3月期  62,154百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 5,883 △3,431 △1,745 21,781
21年3月期 8,271 △3,717 △1,863 20,849

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 8.00 ― 8.00 16.00 872 26.2 1.4
22年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00 544 95.7 0.8

23年3月期 
（予想）

― 5.00 ― 5.00 10.00 90.8

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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）

 

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

35,000 13.5 300 ― 400 ― 250 ― 4.59

通期 70,000 2.5 800 △30.8 1,000 △39.1 600 5.4 11.01
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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、16ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。 

(2) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、17ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」及び21ページ「連結財務諸表に関する注記事項」 (セグメント情
報) 6.事業区分の変更をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、30ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 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  2,071,980株 21年3月期  2,053,317株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 40,654 △17.7 △776 ― △403 ― 7,335 229.8
21年3月期 49,407 △3.7 3,176 △25.4 4,621 △18.8 2,224 △45.0

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年3月期 134.61 ―

21年3月期 40.81 ―

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 74,550 55,588 74.6 1,020.30
21年3月期 65,704 47,260 71.9 867.16

（参考） 自己資本 22年3月期  55,588百万円 21年3月期  47,260百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

業績予想につきましては、現時点で得られた情報に基づいて算定しておりますが、多分に不確実な要素を含んでおります。従いまして、実際の業績は、業
況の変化などにより業績予想と異なる場合がございます。 

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 
累計期間

23,500 27.4 △300 ― △100 ― △100 ― △1.84

通期 46,000 13.1 △500 ― △300 ― △200 ― △3.67

- 2 -



(1）経営成績に関する分析 

 ①当期の経営成績  

  当期の経済状況は、中国をはじめとする新興国の高成長に加えて、各国の財政支出による景気の下支えによっ

て、緩やかながら回復傾向にありましたが、個人消費や設備投資が低迷して、総じて厳しい状況で推移いたしまし

た。 

  当社グループの事業環境につきましては、成長が著しい中国などアジア市場に明るい兆しがありましたが、国内

では、主要な需要先であります自動車関連や工作機械等の産業機械分野で、設備稼働に連動するメンテナンス部品

等の一部の需要に回復感がありましたものの、依然として設備余剰の解消に至らず、設備需要の回復が見えない状

況が継続いたしました。 

 このような情勢のもと、消耗材やメンテナンス部品などのアフターマーケットでの回復基調に支えられました

が、投資抑制の継続によって大型設備を中心とした設備需要が低調に推移する中、受注高は、前期に比べ 

４２，０８４百万円（前期比４４．１％減）減少の５３，３８２百万円となり、売上高は、前期に比べ 

２８，８９５百万円（同２９．７％減）減少して６８，２６９百万円となりました。また、受注残高は、前期に比

べ１４，８８６百万円（同３６．６％減）減少の２５，７３５百万円となりました。 

 収益面につきましては、コストダウンの徹底や経費削減に努めましたが、売上減の影響を補えず、営業利益は、

前期に比べ５，９１３百万円（同８３．７％減）減少して、１，１５５百万円の計上となりました。経常利益は、

１，６４２百万円となり、前期に比べ６，１６０百万円（同７８．９％減）減少いたしました。当期純利益は、法

人税等の税負担があり、５６９百万円の計上となり、前期に比べ２，７５８百万円（同８２．９％減）減少いたし

ました。 

 当社グループ製品は各分野にわたって販売されており、分野別の連結売上高の内容と実績及び分野別の連結営業

利益は以下のとおりであります。 

 なお、分野別の連結売上高につきましては、セグメント間取引の相殺消去前の数値であります。 

    

〔鋳造分野〕  

 ロシア、ドイツなど欧州でのインフラ整備向けや中国での自動車部品向けなどで静圧造型設備が売上に寄与し、海

外市場は堅調に推移いたしましたが、国内での自動車関連等の需要先業界全般の設備投資抑制の継続によって、売

上高は、２５，０７８百万円と前期に比べ２６．８％減少いたしました。 

 営業利益は、欧州市場では伸長いたしましたものの、急激な売上減の影響で、８４８百万円となり、前期に比べ 

７４.３％減少いたしました。 

  

〔表面処理分野〕  

 表面処理装置に使用する投射材・研磨材及びメンテナンス部品の売上は、稼働率の上昇により回復基調で推移いた

しました。表面処理装置につきましては、造船向けへの大型ショットブラスト設備及び太陽電池業界向けへの微細

加工装置が売上に貢献いたしましたが、主力の自動車関連、鉄鋼業界向けは投資抑制の影響で低迷し、当分野全体

の売上高は、２７，４９２百万円と前期に比べ２５．２％減少いたしました。 

 営業利益は、需要減の影響をコスト削減努力で補えず、２，２１９百万円となり、前期に比べ４２．１％減少いた

しました。 

  

 〔環境関連分野〕 

 ＶＯＣガス（揮発性有機化合物）浄化装置の売上が、法規制による駆け込み需要により伸長しましたが、中・大型

の集塵機及び工作機械向け小型汎用集塵機ともに設備投資計画の凍結、延期により低迷して、当分野の売上高は、

７，９０８百万円と前期に比べ３８．９％減少いたしました。 

 営業利益は、売上減により、９５百万円の計上となり、前期に比べ９３．４％減少いたしました。 

  

〔物流分野〕  

 北米での搬送装置の売上低迷に加えて、国内でもシザーリフト、コンベアともに自動車部品向けを中心に需要低迷

が継続して、当分野の売上高は、３，１２１百万円と前期に比べ３７．３％減少いたしました。 

 営業損益は、損失額が圧縮しましたものの、１７８百万円（前期は営業損失５５６百万円）の損失計上となりまし

た。 

  

 〔メカトロ関連分野〕 

  燃料電池の試作用途向けデジタルプレス装置の寄与がありましたが、台湾、中国向けへの液晶パネル向けハンド

リングロボットの需要一巡により、当分野の売上高は、３，６３５百万円と前期に比べ、２４．７％減少いたしま

１．経営成績
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した。 

  営業損益は、価格競争の激化があり、１７５百万円（前期は営業利益１３５百万円）の損失計上となりました。 

    

〔その他〕 

北米向けにドア組立ライン設備の需要がありましたが、自動車部品向け真空成形機の投資凍結により、また、液

晶パネル製造装置向け大型セラミックス部品が低調に推移して、全体の売上高は，２，８７７百万円と前期に比べ、

５０．７％減少いたしました。 

 営業損益は、１７０百万円（前期は営業利益９４百万円）の損失計上となりました。  

  

②次期の見通し 

 今後の経済見通しにつきましては、企業収益の改善による景気の持直し感が鮮明になる一方、雇用環境や設備投資

には、改善の兆しがみられず、先行き不透明な状況が続くものと予想されます。 

 当社グループの事業環境につきましては、国内では、自動車業界を中心とする需要先業界全般に稼働率向上に伴う

メンテナンス部品や設備の改善需要が見込まれますが、鋳造設備、表面処理装置などに対する需要回復にはなお時間

を要するものと思われます。海外につきましても、中国などの新興国での自動車業界向けや鉄道などのインフラ整備

向けの一部に新たな需要が期待されますが、ドイツ、ロシアなど欧州市場での需要一巡感があり、総じて厳しい市場

環境が想定されます。  

 こうした情勢下、産業構造の転換期との認識のもと、今後の成長が見込まれるエネルギー、環境関連向けへの新規

需要に経営資源を集中することに加えて、「１００％お客様志向」の実現を目指した営業体制を徹底して、設備改善

提案の強化、消耗材・メンテナンス部品のアフターマーケットへの深耕をグローバルに推し進めます。併せて、各事

業所におけるコスト構造の抜本見直しを通して、コストダウンと経費削減を徹底的に追求し、競争力の強化と収益の

確保に繋げてまいります。 

 こうした厳しい事業環境を踏まえた次期の業績予想は、次のとおりであります。 

   連結売上高          ７０，０００百万円 

   連結営業利益            ８００百万円 

   連結経常利益          １，０００百万円 

   連結当期純利益           ６００百万円 

（注）次期の業績予想につきましては、当期での状況により判断し得る景気、需要動向等に基づくものであり、今

後発生する事業環境の変化によっては、これと異なる業績結果となり得ることをご理解願います。    

  

(2）財政状態に関する分析 

①当期末の資産、負債及び純資産の状況  

当期末の資産合計は、前期末に比べ６，０７０百万円減少し、９６，８４６百万円となりました。これは、株式相

場の上昇による投資有価証券の増加等により、固定資産が前期末に比べ、３，３９３百万円増加したものの、受取手

形及び売掛金の減少などにより、流動資産が前期末に比べ９，４６４百万円減少したことなどによるものでありま

す。  

負債合計は、流動負債における支払手形及び買掛金の減少や、前受金の減少などにより、前期末に比べ８,１４３

百万円減少して３１，１４１百万円となりました。  

純資産合計は、保有株式の時価回復に伴うその他有価証券評価差額金の増加があり、前期末に比べて２，０７３

百万円増加の６５，７０５百万円となりました。  

  この結果、当期末における自己資本比率は、６６．３％（前期末６０．４％）となり、１株当たり純資産は、

１，１７８．３０円となり、前期末に比べ３７．８７円増加しました。 
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  ②キャッシュ・フローの状況に関する分析  

 当期における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、営業活動による５，８８３百万円の

収入、投資活動による３，４３１百万円の支出及び財務活動による支出１，７４５百万円などによって資金の当期

末残高は、前期末に比べ９３２百万円増加して２１，７８１百万円となりました。 

  

〔営業活動によるキャッシュ・フロー〕  

    営業活動に伴う資金は、税金等調整前当期純利益、売上債権の回収などにより５，８８３百万円の収入となりま

した。（前期は８，２７１百万円の収入） 

  

〔投資活動によるキャッシュ・フロー〕  

     投資活動に伴う資金は、設備投資に伴う有形固定資産の取得による支出及び定期預金の預入による支出などがあ

りまして、３，４３１百万円の支出となりました。（前期は３，７１７百万円の支出） 

  

〔財務活動によるキャッシュ・フロー〕  

   財務活動に伴う資金は、短期借入金の減少や配当金の支払いによる支出などがありまして、１，７４５百万円の

支出となりました。（前期は１，８６３百万円の支出）    

  

  （キャッシュ・フロー関連指標の推移）    

  

（注）自己資本比率              ：自己資本／総資産  

        時価ベースの自己資本比率        ：株式時価総額／総資産  

             キャッシュ・フロー対有利子負債比率   ：有利子負債／営業キャッシュ・フロー  

       インタレスト・カバレッジ・レシオ    ：営業キャッシュ・フロー／利払い  

  

 ＊各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出している。  

 ＊株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出している。  

   ＊営業キャッシュ・フローは、当連結会計年度のキャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用している。 

 有利子負債は、当連結会計年度の連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象としてお

り、また、利払いについては、当連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用している。  

     

  平成18年  

3月期 

平成19年  

3月期 

平成20年  

3月期 

平成21年 

3月期 

平成22年  

3月期 

自己資本比率（％） ５５．７ ５７．２ ５７．１ ６０．４ ６６．３

時価ベースの自己資本比率

（％） 
８５．８ ８１．８ ３９．７ ３１．２ ４３．７

キャッシュ・フロー対有利子 

負債比率 
１．３ ０．９ １．４ ０．８ ０．９

インタレスト・カバレッジ・ 

レシオ（倍） 
２９．７ ３５．２ ３４．０ ５７．０ ５２．３
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

利益配分は重要な経営課題の一つと認識しており、中長期での財務体質と経営基盤の強化に配慮しつつ、一定レ

ベルでの安定かつ継続的な配当に加え、連結業績との連動性を考慮することを基本として、財政状態、利益水準、配

当性向等を総合的に勘案して実施してまいります。 

 内部留保金は、中長期的視野に立って成長が期待できる事業分野への優先的な投資への活用と併せて、経営体質強

化、株主還元のために有効活用してまいる所存であります。 

 当期の利益配当につきましては、定款の規定に基づいて、期末配当金は平成２２年５月１８日開催の取締役会の決

議により正式決定する予定でありますが、当初の公表どおり、連結業績を勘案して１株当たり期末配当金を５円、す

でに実施済みの中間配当金１株当たり５円と合わせて、年間配当金を前期との比較で６円減配して１０円を予定して

おります。 

また、次期の利益配当につきましては、当期と同様の１株当たり中間配当金５円、期末配当金５円の年間配当金

１０円を予定しております。 

   

(4）事業等のリスク 

 近の有価証券報告書（平成21年6月26日提出）における「事業等のリスク」から重要な変更がないため開示を省

略いたします。   
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  当企業集団は、当社及び子会社３７社、関連会社３社により構成され、鋳造、表面処理、環境関連、物流及びメ

カトロ関連の設備装置の製造販売を主な内容として事業活動を展開している。 

  当事業グループの事業の区分及び形態は、次のとおりである。なお、事業区分は事業の種類別セグメント情報の

区分と同一である。 

 
  

 (注)１．事業区分「その他」は、設計（新東エンジニアリング㈱）、情報関連（新東情報システム㈱）、 
    セラミックス部品（新東ブイセラックス㈱)、福利厚生（東寿興産㈱）、米国子会社の管理・運営  
    (シントーアメリカ,Inc.)などである。 

２．○ は子会社、△ は関連会社を示している。 
３．平成２１年４月１日付けで当社が新東ブレーター㈱を吸収合併している。 
４．平成２１年11月10日付けで新東サーブラスト㈱が清算結了している。    

２．企業集団の状況
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(1）会社の経営の基本方針 

   当社グループは、「信頼される技術を通して、人間としての豊かさと成果を」を経営理念として掲げ、物づくりの

新たな価値を創造し、世界のお客様と共に成果と喜びを分かちあう「感動の共創」をキーワードとし、「物づくり

の誇りと自信を共有するグローバル企業集団、生きがい、働きがいを共有する人間集団」であることを目指しま

す。 

   こうした基本方針のもと、選択と集中による連結経営の効率化と体質改革による競争力の強化に努めるとともに、

グローバル市場において持続的な成長と発展を図るため、連結企業価値の向上及び株主価値重視の姿勢を堅持して

まいります。    

  

(2）目標とする経営指標 

  事業環境が急激に変化している状況下であり、先行きの見通しが極めて不透明でありますが、平成２１年４月に策

定した[中期計画「ＳＰＩＲＩＴ」輝け、チーム"新東"]に基づいて、当面の数値目標として、連結営業利益率８％以上を確保

できる企業体質を目指します。 

 この数値目標を達成する前提として、設備需要が当面回復しないという事業環境を踏まえて、会社の事業構造を、

サポート体制を強化しながら、海外市場を中心に需要がある地域に戦略商品を重点的に拡販できる体制に転換する必

要があります。加えて、社員一人ひとりのレベルアップが重要との認識のもと、これらの進捗を計るものさしとして

①構造転換指標と②輝き（がんばり）指標を設定いたしました。 

 ①構造転換指標 

  ・部品／消耗品売上比率 

  ・海外生産比率 

  ・戦略商品売上比率 

 ②輝き指標 

  ・社員一人ひとりを成長させる〝場"を提供して、企業全体の付加価値向上を目指す。 

  

(3）中長期的な会社の経営戦略及び会社の対処すべき課題 

 当社グループは、世界に通用する信頼される技術により商品の競争力を強化し、その商品を世界のお客様へいかに

迅速・的確に提供するかの視点を機軸として、〞強い商品力と強いチーム力を持った会社が強い会社〞との考えのも

と、成長市場に向けた事業の「選択と集中」ならびに競争力強化に向けた「体質改革」を実現することを目指しま

す。 

 具体的には次の各項目に重点を置いた経営を推進いたします。 

①「１００％お客様志向」の実現のため、「機械販売は本部で集中、お客様サポートは地域へ分散」という基本的

な考え方に立ち、お客様へのサポートを中心としたシンプルで分かりやすい、かつ迅速な対応が可能な組織体制

を目指す。 

②従来型の生産能力増強を目的とした設備投資需要は見込めないことを念頭において、既存納入設備に対する 

「ＣＯ２削減」「リサイクル」「働く人」に配慮した商品提案に加えて、圧倒的なコストダウンや品質向上に貢献

するユニット・部品を拡販するアフターマーケット事業に注力する。 

   ③国内で競争力ある商品を海外で伸びている市場で重点的に拡販し、新東ブランドの認知度向上を図る。 

④メカトロ・精密加工・クリーンハンドリング・環境技術などの固有技術を融合させた新商品・新プロセスを創出

 して、今後の成長が期待できるエネルギー、環境分野に対して集中的に事業展開する。 

⑤国内において、「営業＋技術＋生産」のトータルでのリードタイム短縮を実現して、納期面で圧倒的な優位を確

 保した汎用機の生産体制を目指す。 

⑥環境変化に柔軟かつ迅速に対応できるように、付加価値向上、コスト削減及び新東ブランドの確立などの経営 

 課題に対して、プロジェクト単位で果敢に取り組み、将来を見据えた事業体質の強化を図る。 

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 16,150 15,685

受取手形及び売掛金 30,268 22,782

有価証券 5,284 7,348

製品 1,649 1,342

仕掛品 7,508 5,730

原材料及び貯蔵品 3,017 2,622

繰延税金資産 1,198 1,165

その他 2,295 1,239

貸倒引当金 △160 △169

流動資産合計 67,211 57,747

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 16,170 17,870

減価償却累計額 △9,996 △10,427

建物及び構築物（純額） 6,173 7,443

機械装置及び運搬具 18,568 18,740

減価償却累計額 △14,010 △14,725

機械装置及び運搬具（純額） 4,557 4,015

土地 4,821 4,977

リース資産 100 236

減価償却累計額 △15 △64

リース資産（純額） 84 171

建設仮勘定 537 186

その他 3,444 3,557

減価償却累計額 △2,853 △3,009

その他（純額） 590 548

有形固定資産合計 16,765 17,343

無形固定資産   

無形固定資産合計 852 1,104

投資その他の資産   

投資有価証券 14,659 17,365

長期貸付金 230 325

繰延税金資産 553 650

その他 2,709 2,373

貸倒引当金 △64 △63

投資その他の資産合計 18,087 20,651

固定資産合計 35,705 39,098

資産合計 102,917 96,846
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 15,093 11,242

短期借入金 2,956 2,475

リース債務 77 115

未払法人税等 578 295

未払消費税等 372 185

前受金 7,405 4,266

賞与引当金 1,598 1,461

役員賞与引当金 126 109

プラント保証引当金 491 611

受注損失引当金 30 24

環境安全対策引当金 2 －

その他 2,885 2,190

流動負債合計 31,618 22,978

固定負債   

社債 2,600 2,600

長期借入金 358 28

リース債務 248 270

繰延税金負債 530 1,484

退職給付引当金 2,826 2,755

役員退職慰労引当金 178 147

環境安全対策引当金 323 282

未払役員退職金 130 130

その他 470 463

固定負債合計 7,666 8,162

負債合計 39,285 31,141

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 51,811 51,672

自己株式 △1,138 △1,151

株主資本合計 62,673 62,521

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,484 3,148

為替換算調整勘定 △2,003 △1,474

評価・換算差額等合計 △519 1,674

少数株主持分 1,478 1,508

純資産合計 63,632 65,705

負債純資産合計 102,917 96,846
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（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

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) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 97,164 68,269

売上原価 70,853 49,918

売上総利益 26,310 18,350

販売費及び一般管理費 19,240 17,194

営業利益 7,069 1,155

営業外収益   

受取利息 234 115

受取配当金 377 194

負ののれん償却額 5 4

持分法による投資利益 186 182

雑収入 429 415

営業外収益合計 1,233 912

営業外費用   

支払利息 148 107

投資事業組合運用損 231 170

雑支出 119 147

営業外費用合計 499 425

経常利益 7,803 1,642

特別利益   

固定資産売却益 42 5

投資有価証券売却益 74 121

その他 0 31

特別利益合計 116 158

特別損失   

固定資産売却損 22 34

固定資産廃却損 127 34

減損損失 117 23

固定資産臨時償却費 67 －

投資有価証券評価損 1,734 126

関係会社株式売却損 35 －

持分変動損失 21 －

会員権評価損 1 47

特別損失合計 2,127 265

法人税、住民税及び事業税 1,883 808

法人税等調整額 477 125

法人税等合計 2,360 934

少数株主利益 103 32

当期純利益 3,328 569
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

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) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 5,752 5,752

当期末残高 5,752 5,752

資本剰余金   

前期末残高 6,248 6,248

当期末残高 6,248 6,248

利益剰余金   

前期末残高 49,258 51,811

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 66 －

当期変動額   

剰余金の配当 △817 △708

当期純利益 3,328 569

持分法の適用範囲の変動 △23 －

当期変動額合計 2,486 △139

当期末残高 51,811 51,672

自己株式   

前期末残高 △1,133 △1,138

当期変動額   

自己株式の取得 △5 △12

当期変動額合計 △5 △12

当期末残高 △1,138 △1,151

株主資本合計   

前期末残高 60,125 62,673

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 66 －

当期変動額   

剰余金の配当 △817 △708

当期純利益 3,328 569

自己株式の取得 △5 △12

持分法の適用範囲の変動 △23 －

当期変動額合計 2,481 △152

当期末残高 62,673 62,521
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（単位：百万円）

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) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 4,339 1,484

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,855 1,664

当期変動額合計 △2,855 1,664

当期末残高 1,484 3,148

為替換算調整勘定   

前期末残高 △237 △2,003

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,765 529

当期変動額合計 △1,765 529

当期末残高 △2,003 △1,474

評価・換算差額等合計   

前期末残高 4,101 △519

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,621 2,194

当期変動額合計 △4,621 2,194

当期末残高 △519 1,674

少数株主持分   

前期末残高 1,653 1,478

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △175 30

当期変動額合計 △175 30

当期末残高 1,478 1,508

純資産合計   

前期末残高 65,880 63,632

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 66 －

当期変動額   

剰余金の配当 △817 △708

当期純利益 3,328 569

自己株式の取得 △5 △12

持分法の適用範囲の変動 △23 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,796 2,225

当期変動額合計 △2,315 2,073

当期末残高 63,632 65,705
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 5,792 1,536

減価償却費 1,996 1,943

固定資産臨時償却費 67 －

のれん償却額（純額） 0 2

賞与引当金の増減額（△は減少） △383 △138

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 29 △36

受注損失引当金の増減額（△は減少） △60 △5

プラント保証引当金の増減額（△は減少） － 109

貸倒引当金の増減額（△は減少） △24 △0

退職給付引当金の増減額（△は減少） 703 △75

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 24 △31

未払役員退職金の増減額（△は減少） △313 －

環境安全対策引当金の増減額（△は減少） △7 △43

受取利息及び受取配当金 △611 △310

支払利息 148 107

為替差損益（△は益） △18 △0

持分法による投資損益（△は益） △186 △182

有形固定資産売却・廃却・評価損益（△は益） 93 63

減損損失 117 23

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 1,892 174

関係会社株式売却損 35 －

会員権評価損 1 47

売上債権の増減額（△は増加） 5,511 7,750

たな卸資産の増減額（△は増加） △806 2,710

仕入債務の増減額（△は減少） △4,026 △3,938

未払消費税等の増減額（△は減少） 80 △209

前受金の増減額（△は減少） 2,419 △3,348

その他 △856 △28

小計 11,617 6,118

利息及び配当金の受取額 622 332

利息の支払額 △145 △112

法人税等の支払額 △3,823 △1,137

法人税等の還付額 － 682

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,271 5,883
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（単位：百万円）

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) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３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 △2,358 △1,569

定期預金の払戻による収入 2,473 1,189

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 130 169

有形固定資産の取得による支出 △3,572 △2,469

有形固定資産の売却による収入 358 84

投資有価証券の取得による支出 △1,416 △754

投資有価証券の売却及び償還による収入 1,041 422

貸付けによる支出 △3 △144

貸付金の回収による収入 32 12

無形固定資産の取得による支出 △261 △382

事業譲受による支出 △151 －

その他の投資の増減額（△は増加） 10 10

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,717 △3,431

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） 589 △830

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △41 △91

長期借入金の返済による支出 △82 △64

社債の発行による収入 98 －

社債の償還による支出 △1,501 －

少数株主からの払込みによる収入 － 31

自己株式の取得による支出 △5 △12

配当金の支払額 △816 △707

少数株主への配当金の支払額 △102 △70

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,863 △1,745

現金及び現金同等物に係る換算差額 △757 226

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,931 932

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期末残高 20,849 21,781
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 該当事項はありません。  

   

  

なお、 上記以外の項目は、 近の有価証券報告書（平成21年６月26日提出）における記載から重要な変更がないため

開示を省略している。  

(5)継続企業の前提に関する注記

(6)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

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） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 

(1)連結子会社の数 31社 

主要な連結子会社の名称 

新東ブレーター（株）、（株）メイキコウ、東

寿興産（株）、新東エンジニアリング（株）、

新東ブイセラックス（株）、新東サーブラスト

（株)、ハインリッヒワグナーシントーマシーネ

ンファブリック社、シントーアメリカ社、ロバ

ーツシントー社、 

 なお、前連結会計年度まで連結子会社であっ

た東伸産業㈱は、平成20年４月１日をもって、

東寿興産㈱を存続会社とする吸収合併によって

解散している。 

１．連結の範囲に関する事項 

(1)連結子会社の数 29社 

主要な連結子会社の名称 

（株）メイキコウ、東寿興産（株）、新東エン

ジニアリング（株）、新東ブイセラックス

（株）、ハインリッヒワグナーシントーマシー

ネンファブリック社、シントーアメリカ社、ロ

バーツシントー社 

 なお、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㈱は、平成21年４月１日をも

って、新東工業㈱を存続会社とする吸収合併に

よって解散している。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㈱は、

平成21年11月10日に清算結了したため、連結の

範囲から除いているが、同日までの損益計算書

については連結している。 

    

―――――― ２．会計処理基準に関する事項  

  (1)重要な収益及び費用の計上基準  

    売上高及び売上原価の計上基準  

 イ 当連結会計年度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 

 工事進行基準 

 ロ その他の機械装置の製造等 

 出荷基準及び検収基準  
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(7)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

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） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

(1)棚卸資産の評価に関する会計基準 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産は、従来、主

として個別原価法または総平均法による原価法によっ

ていたが、当連結会計年度より「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）が適用されたことに伴い、主として個別原価法

または総平均法による原価法（貸借対照表価額につい

ては収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により

算定している。 

 これにより、当連結会計年度の営業利益、経常利益

及び税金等調整前当期純利益は、それぞれ７百万円減

少している。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に

記載している。 

  

―――――― 

(2)「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」の適用 

 当連結会計年度より、「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、連結

決算上必要な修正を行っている。 

  これにより、期首の利益剰余金が66百万円増加して

いる。また、当連結会計年度の営業利益、経常利益及

び税金等調整前当期純利益が、それぞれ６百万円増加

している。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に

記載している。  

  

―――――― 

(3)リース取引に関する会計基準 

 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

よっていたが、当連結会計年度より、「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））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いる。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有

権移転外ファイナンス・リース取引については、引き

続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を

適用している。  

 これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前

当期純利益に与える影響はない。 

―――――― 
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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） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

―――――― 

  

(1)工事契約に関する会計基準  

 機械装置の製造等に係る収益の計上基準については、

従来、出荷基準及び検収基準を適用していたが、「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）を当連結会計年度より適用し、当連結会計年度に着

手した契約から、当連結会計年度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

している。 

 これにより、当連結会計年度の売上高は1,440百万円

増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利

益は、それぞれ215百万円増加している。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記

載している。 

  

―――――― 

  

(2)「退職給付に係る会計基準」の一部改正(その３)の適用

 当連結会計年度より「「退職給付に係る会計基準」の

一部改正（その３）」（企業会計基準第19号 平成20年

７月31日）を適用している。  

 数理計算上の差異を翌連結会計年度から償却するた

め、これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前当

期純利益に与える影響はない。 

 また、本会計基準の適用に伴い発生する退職給付債務

の差額の未処理残高は173百万円である。 
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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） 

                                              

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３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 

         前連結会計年度  

 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。 

(8)連結財務諸表に関する注記事項

（セグメント情報）

ａ．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）

Ⅰ．売上高及び営業損益                     

売上高                     

(1)外部顧客に対する売上高  34,238  18,616 12,951 4,977 4,825 18,129 3,425  97,164 － 97,164

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高  －  － － － － 458 2,415  2,873 (2,873) －

計  34,238  18,616 12,951 4,977 4,825 18,588 5,840  100,038 (2,873) 97,164

営業費用  30,938  16,799 11,515 5,534 4,690 16,569 5,746  91,794 (1,700) 90,094

営業利益（△は営業損失）  3,300  1,816 1,435 △556 135 2,018 94  8,243 (1,173) 7,069

Ⅱ．資産、減価償却費、減損損失及

び資本的支出                     

資産  30,922  15,410 9,226 4,159 4,017 15,942 3,609  83,288 19,629 102,917

減価償却費  601  389 229 77 86 430 174  1,989 75 2,064

減損損失  －  － － － － － －  － 117 117

資本的支出  1,869  730 588 112 122 671 373  4,468 12 4,480

  
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）

Ⅰ．売上高及び営業損益                   

売上高                   

(1)外部顧客に対する売上高  25,078 27,492 7,908  3,121 3,635 1,032  68,269  － 68,269

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高  － － － － － 1,845  1,845 (△1,845) －

計  25,078 27,492 7,908 3,121 3,635 2,877  70,114 (△1,845) 68,269

営業費用  24,229 25,273 7,813 3,300 3,811 3,048  67,477 (△364) 67,113

営業利益（△は営業損失）  848 2,219 95 △178 △175 △170  2,637 (△1,481) 1,155

Ⅱ．資産、減価償却費、減損損失及

び資本的支出                   

資産  21,631 26,213 7,260 2,880 3,394 2,315  63,695  33,150 96,846

減価償却費  588 874 255 61 82 67  1,929  13      1,943

減損損失  23 － － － － －  23  － 23

資本的支出  1,306 959 268 2 28 48  2,612  7 2,620

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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     当連結会計年度  

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．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金額は、当連結会計年度1,595百万円、

前連結会計年度1,331百万円であり、その主なものは、親会社の基礎的研究費及び本社管理部門に係る費用

である。 

３．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、当連結会計年度34,059百万円、前連結会計年

度19,629百万円であり、その主なものは、親会社での余資運用資金（現金及び有価証券）、長期投資資金

（投資有価証券）及び本社管理部門に係る資産等である。 

４．資本的支出及び減価償却費には、長期前払費用とその償却費が含まれている。 

５. 会計方針の変更  

  前連結会計年度 

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 「４．連結財務諸表（7）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」（1）に記載のとおり、当

連結会計年度により「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、当連結会計年度の営業利益が、「鋳造分野」で４

百万円、「環境関連分野」で２百万円、「投射材・研磨材分野」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） 

 当社及び国内連結子会社は、「４．連結財務諸表（7）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変

更」（2）に記載のとおり、当連結会計年度により「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、当連結会計年度の営業利益が、鋳造分野で11百万円増加し、投射材・研磨材分野で５百万円

減少している。  

  

 当連結会計年度 

 （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．連結財務諸表 (7) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変

更」（1）に記載のとおり、当連結会計期間より「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280百万円、「表面

処理分野」で734百万円、「環境関連分野」で419百万円、「その他」で６百万円、売上高が増加し、「鋳造分

野」、「表面処理分野」、「環境関連分野」の営業利益がそれぞれ23百万円、117百万円、74百万円増加し、

「その他」の営業損失が０百万円減少している。   

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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６．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、当連結会計年度より「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、当連結会計年度の「表面処理分野」の外部顧客に対する売上高が14,973百万円増

加し、営業利益が1,921百万円増加している。  

 なお、前連結会計年度のセグメント情報を当連結会計年度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。  

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３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）

Ⅰ．売上高及び営業損益                   

売上高                   

(1)外部顧客に対する売上高  34,238 36,745 12,951 4,977 4,825 3,425  97,164  － 97,164

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高  － － － － － 2,415  2,415 (2,415) －

計  34,238 36,745 12,951 4,977 4,825 5,840  99,579 (2,415) 97,164

営業費用  30,938 32,910 11,515 5,534 4,690 5,746  91,336 (1,241) 90,094

営業利益（△は営業損失）  3,300 3,834 1,435 △556 135 94  8,243 (1,173) 7,069

Ⅱ．資産、減価償却費、減損損失及

び資本的支出                   

資産  30,922 31,352 9,226 4,159 4,017 3,609  83,288  19,629 102,917

減価償却費  601 820 229 77 86 174  1,989  7 1,996

減損損失  － － － － － －  －  117 117

資本的支出  1,869 1,401 588 112 122 373  4,468  12 4,480
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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） 

                                                      

  当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３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 

ｂ．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）

Ⅰ．売上高及び

営業損益 
                

売上高                 

(1)外部顧客に

対する売上

高 

 78,678  3,597  7,439  4,291  3,157  97,164  －  97,164

(2)セグメント

間の内部売

上高又は振

替高 

 1,113  7  272  1,552  129  3,076 (3,076)  －

計  79,792  3,604  7,711  5,844  3,287  100,240 (3,076)  97,164

営業費用  73,266  3,784  6,541  5,261  2,938  91,790 (1,695)  90,094

営業利益

（△は営業

損失） 

 6,525  △179  1,170  583  349  8,449 (1,380)  7,069

Ⅱ．資産  64,287  2,773  10,323  4,599  1,817  83,801  19,115  102,917

  
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）

Ⅰ．売上高及び

営業損益 
                

売上高                 

(1)外部顧客に

対する売上

高 

 47,259  2,394  11,337  4,229  3,049  68,269  －  68,269

(2)セグメント

間の内部売

上高又は振

替高 

 706  22  551  147  17  1,445  (1,445)  －

計  47,965  2,416  11,888  4,377  3,067  69,715  (1,445)  68,269

営業費用  47,257  2,468  10,560  3,914  2,777  66,979  133  67,113

営業利益

（△は営業

損失） 

 708  △52  1,328  462  289  2,735  (1,579)  1,155

Ⅱ．資産  46,924  1,482  8,714  4,282  2,938  64,342  32,504  96,846
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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金額は、当連結会計年度は1,595百万

円、前連結会計年度1,331百万円であり、その主なものは、親会社の基礎的研究費及び本社管理部門に係る 

  費用である。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、当連結会計年度34,059百万円で、前連結会計

年度19,629百万円であり、その主なものは、親会社での余資運用資金（現金及び有価証券）、長期投資資金

（投資有価証券）及び本社管理部門に係る資産等である。 

５. 減損損失を計上した結果、資産のうち、当連結会計年度「北アメリカ」が23百万円、前連結会計年度「日

本」117百万円減少している。 

６. 会計方針の変更 

 前連結会計年度 

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 「４.連結財務諸表（7）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」（1）に記載のとおり、

当連結会計年度より「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、当連結会計年度の営業利益が、「日本」で７

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） 

 当社及び国内連結子会社は、「４.連結財務諸表（7）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変

更」（2）に記載のとおり、当連結会計年度より「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、当連結会計年度の営業利益が、「北アメリカ」で16百万円増加し、「アジア」で10百万

円減少している。 

  

 当連結会計年度 

 （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.連結財務諸表（７）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の

変更」（1）に記載のとおり、当連結会計年度より「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、当連結会計年度の外部顧客に

対する売上高が「日本」で1,440百万円増加し、営業利益が215百万円増加している。 
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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） 

  

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３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、親会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．連結財務諸表(７)「四半期連結財務諸表作成の基本となる重要な事項の変

更」（1）に記載のとおり、当連結会計年度により「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、当連結会計年度の海外売上高が 

「アジア」で245百万円増加している。 

ｃ．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）  4,400  5,936  17,018  3,338  30,693

Ⅱ 連結売上高（百万円）          97,164

Ⅲ 連結売上高に占める海外

売上高の割合（％） 
 4.5  6.1  17.5 3.4   31.6

  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）  2,731  9,614  14,175  2,962  29,483

Ⅱ 連結売上高（百万円）          68,269

Ⅲ 連結売上高に占める海外

売上高の割合（％） 
 4.0  14.1  20.8     4.3  43.2
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（１）生産実績          

                     （単位・百万円：未満切捨）

  

   （２）受注状況                       

         （単位・百万円：未満切捨）

   

  （３）販売実績                   

               （単位・百万円：未満切捨）

  

（生産・受注及び販売の状況）

      

  

   

 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） 

 当連結会計年度 

（自 平成21年４月１日 

  至 平成22年３月31日） 

 区 分  生産高   構成比（％）  生産高  構成比（％） 

 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 

35,653 

36,964 

 12,306 

 5,513 

4,993 

 3,693 

36.0  

37.3  

12.4  

5.6  

5.0  

3.7  

 24,382  

 26,774 

7,914  

2,862  

3,134  

 885  

37.0  

40.6  

12.0  

4.3  

4.8  

1.3  

 合 計  99,126  100.0  65,954  100.0  

        

  

   

 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）   

 当連結会計年度 

（自 平成21年４月１日 

  至 平成22年３月31日） 

 区 分  受注高   構成比(%) 受注残高  受注高  構成比（％） 受注残高 

 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 

36,200 

 35,925 

10,715 

4,735 

5,075 

2,814 

37.9 

37.6 

11.2 

5.0 

5.3 

3.0 

28,706 

4,325 

3,356 

569 

3,151 

511 

  13,993 

 26,898 

 7,604 

 3,156 

 929 

 799 

26.2 

 50.4 

 14.3 

 5.9 

 1.7 

 1.5 

17,622 

3,732 

3,052 

604 

444 

279 

 合 計  95,467  100.0   40,621   53,382   100.0   25,735 

   

  

  

 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） 

 当連結会計年度 

（自  平成21年４月１日 

   至  平成22年３月31日） 

 区 分  売上高   構成比（％）  売上高  構成比（％） 

 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 

34,238 

 36,745 

 12,951 

 4,977 

4,825  

 3,425 

35.3  

37.8  

13.3  

5.1  

5.0  

3.5  

 25,078  

27,492  

7,908  

3,121  

3,635  

1,032  

36.7  

40.3  

11.6  

4.6  

 5.3 

1.5  

 合 計  97,164  100.0  68,269   100.0  
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前連結会計年度（平成21年3月31日現在) 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

（注)   当連結会計年度において、その他有価証券について1,734百万円（その他有価証券で時価のある株式1,214百万

円、時価のない株式6百万円、株式転換条項付債券450百万円、株式投資信託63百万円）の減損処理を行ってい

る。 

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を

行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っ

ている。 

（有価証券関係）

種類 
連結貸借対照表計上額

（百万円） 
時価（百万円） 差額（百万円）

時価が連結貸借対照表計上額を超

えるもの 
      

(1)国債・地方債等  －  －  －

(2)社債  －  －  －

(3)その他  －  －  －

小計  －  －  －

時価が連結貸借対照表計上額を超

えないもの 
      

(1)国債・地方債等  －  －  －

(2)社債  －  －  －

(3)その他  1,298  1,119  △179

小計  1,298  1,119  △179

合計  1,298  1,119  △179

種類 取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額

（百万円） 
差額（百万円）

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えるもの 
      

(1)株式  4,541  7,421  2,879

(2)債券       

国債・地方債等  300  306  5

社債  －  －  －

その他  －  －  －

(3)その他  388  431  42

小計  5,231  8,159  2,927

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えないもの 
      

(1)株式（注）  2,572  2,119  △452

(2)債券       

国債・地方債等  －  －  －

社債  349  346  △3

その他（注）  292  284  △8

(3)その他（注）  321  301  △19

小計  3,536  3,052  △484

合計  8,768  11,211  2,443
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３．当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

４．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

(1)満期保有目的の債券 

(2)その他有価証券 

５．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の連結決算日後における償還予定額 

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

 311  74  35

内容 連結貸借対照表計上額（百万円） 

割引金融債  0

内容 連結貸借対照表計上額（百万円） 

① 非上場株式  398

② マネー・マネジメント・ファンド  1,053

③ 公社債投信  600

④ フリー・ファイナンシャル・ファンド  1,233

⑤ キャッシュ・リザーブ・ファンド  2,228

⑥ 投資事業有限責任組合出資金  838

種類 １年以内（百万円）
１年超５年以内
（百万円） 

５年超10年以内 
（百万円） 

10年超（百万円）

① 債券         

国債・地方債等  －  306  －  －

社債  48  －  297  －

その他  100  284  －  1,098

② その他  20  328  －  139

合計  170  919  297  1,238
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当連結会計年度（平成22年3月31日現在) 

１．満期保有目的の債券 

２．その他有価証券 

（注)１．当連結会計年度において、その他有価証券について126百万円（その他有価証券で時価のある株式55百万円、  

時価のない株式70百万円）の減損処理を行っている。なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得

原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を

考慮して必要と認められた額について減損処理を行っている。 

   ２．非上場株式（連結貸借対照表計上額294百万円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて  

困難な有価証券であるため、上表の「その他有価証券」には含めていない。        

種類 
連結貸借対照表計上額

（百万円） 
時価（百万円） 差額（百万円）

時価が連結貸借対照表計上額を超

えるもの 
      

(1)国債・地方債等  －  －  －

(2)社債  －  －  －

(3)その他  100  100  0

小計  100  100  0

時価が連結貸借対照表計上額を超

えないもの 
      

(1)国債・地方債等  －  －  －

(2)社債  －  －  －

(3)その他  1,098  925  △172

小計  1,098  925  △172

合計  1,198  1,025  △172

種類 
連結貸借対照表計上額

（百万円） 
取得原価（百万円） 差額（百万円）

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えるもの 
      

(1)株式  11,536  6,625  4,911

(2)債券       

国債・地方債等  308  300  8

社債  307  300  7

その他  318  249  69

(3)その他  421  391  29

小計  12,892  7,867  5,025

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えないもの 
      

(1)株式（注）  942  1,010  △67

(2)債券       

国債・地方債等  －  －  －

社債  －  －  －

その他（注）  32  43  △11

(3)その他（注）  7,991  7,996  △5

小計  8,966  9,051  △84

合計  21,859  16,918  4,941
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    ３．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日）  

種類 売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

(1)株式  158  83  －

(2)債権  －  －  －

 ①国債・地方債等  －  －  －

 ②社債  －  －  －

 ③その他  －  －  －

(3)その他  238  38  －

合計  397  121  －
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（注）１.１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりである。 

  

（注）２.１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりである。 

    該当事項はありません。  

（１株当たり情報）

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） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額         1,140円43銭

１株当たり当期純利益    61円06銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜

在株式が存在しないため、記載していない。 

１株当たり純資産額          円 銭1,178 30

１株当たり当期純利益     円 銭10 45

潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜

在株式が存在しないため、記載していない。 

  前連結会計年度末
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度末
(平成22年３月31日) 

純資産の部の合計額（百万円）              63,632                65,705

純資産の部の合計額から控除する金額 

（百万円） 
         1,478           1,508

（うち少数株主持分）             （1,478）              （ ）  1,508

普通株式に係る期末の純資産額 

（百万円） 
       62,154         64,196

１株当たり純資産額の算定に用いられた期

末の普通株式の数（株） 
             54,500,692                   54,482,029

  
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） 

当連結会計年度
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１株当たり当期純利益     

当期純利益（百万円）  3,328  569

普通株主に帰属しない金額（百万円）    ―     ―

普通株式に係る当期純利益（百万円） 3,328  569

期中平均株式数（株）  54,504,312  54,498,699

（重要な後発事象）
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,762 8,310

受取手形 5,644 4,974

売掛金 12,237 11,930

有価証券 3,599 7,347

製品 272 633

仕掛品 3,268 3,763

原材料及び貯蔵品 647 957

前渡金 597 179

繰延税金資産 562 737

短期貸付金 104 289

その他 982 877

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 30,678 40,001

固定資産   

有形固定資産   

建物 7,213 11,128

減価償却累計額 △4,439 △6,258

建物（純額） 2,774 4,870

構築物 1,000 1,367

減価償却累計額 △753 △1,028

構築物（純額） 246 338

機械及び装置 7,307 12,753

減価償却累計額 △5,301 △10,173

機械及び装置（純額） 2,006 2,579

車両及び運搬具 151 193

減価償却累計額 △127 △179

車両及び運搬具（純額） 24 14

工具、器具及び備品 1,131 2,337

減価償却累計額 △927 △1,988

工具、器具及び備品（純額） 204 349

土地 2,570 3,120

リース資産 64 161

減価償却累計額 △11 △42

リース資産（純額） 53 118

建設仮勘定 307 29

有形固定資産合計 8,186 11,422
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

無形固定資産   

電話加入権 17 18

特許権 12 7

ソフトウエア 287 330

リース資産 117 125

無形固定資産合計 434 481

投資その他の資産   

投資有価証券 12,009 15,634

関係会社株式 11,938 4,894

出資金 2 2

従業員に対する長期貸付金 8 6

長期貸付金 － 138

関係会社長期貸付金 620 488

長期前払費用 10 12

長期性預金 1,100 1,300

破産更生債権等 5 5

その他 771 822

貸倒引当金 △60 △188

投資損失引当金 － △470

投資その他の資産合計 26,405 22,645

固定資産合計 35,026 34,549

資産合計 65,704 74,550

負債の部   

流動負債   

支払手形 2,863 2,090

買掛金 5,411 5,432

短期借入金 1,200 1,400

リース債務 45 73

未払金 377 53

未払費用 811 1,106

未払消費税等 112 －

前受金 1,946 1,694

賞与引当金 962 1,129

役員賞与引当金 40 －

プラント保証引当金 144 80

受注損失引当金 21 9

環境安全対策引当金 2 －

その他 57 50
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

流動負債合計 13,996 13,121

固定負債   

社債 2,500 2,500

リース債務 134 183

繰延税金負債 112 730

退職給付引当金 1,412 1,761

環境安全対策引当金 75 281

未払役員退職金 125 125

長期未払金 9 5

預り保証金 76 252

固定負債合計 4,447 5,841

負債合計 18,443 18,962

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,752 5,752

資本剰余金   

資本準備金 6,195 6,195

その他資本剰余金 2 2

資本剰余金合計 6,197 6,197

利益剰余金   

利益準備金 1,438 1,438

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 259 252

株式消却積立金 1,600 1,600

別途積立金 28,500 31,500

繰越利益剰余金 3,272 6,906

利益剰余金合計 35,071 41,698

自己株式 △1,138 △1,151

株主資本合計 45,882 52,496

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,378 3,091

評価・換算差額等合計 1,378 3,091

純資産合計 47,260 55,588

負債純資産合計 65,704 74,550
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（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 49,407 40,654

売上原価 36,797 29,342

売上総利益 12,609 11,312

販売費及び一般管理費 9,432 12,088

営業利益又は営業損失（△） 3,176 △776

営業外収益   

受取利息 59 54

受取配当金 1,318 477

受取賃貸料 119 93

雑収入 169 226

営業外収益合計 1,665 852

営業外費用   

支払利息 18 16

社債利息 36 35

貸倒引当金繰入額 21 114

投資事業組合運用損 56 170

雑支出 88 142

営業外費用合計 220 478

経常利益又は経常損失（△） 4,621 △403

特別利益   

固定資産売却益 3 0

投資有価証券売却益 74 117

関係会社株式売却益 36 －

子会社清算益 － 111

プラント保証引当金戻入額 － 21

環境安全対策引当金戻入額 － 10

抱合せ株式消滅差益 － 8,133

特別利益合計 113 8,394

特別損失   

固定資産売却損 2 32

固定資産廃却損 15 22

減損損失 102 －

固定資産臨時償却費 67 －

投資有価証券評価損 1,734 55

関係会社株式評価損 89 －

会員権評価損 － 37

投資損失引当金繰入額 － 470

その他 0 0

特別損失合計 2,012 619

税引前当期純利益 2,721 7,371

法人税、住民税及び事業税 439 92

法人税等調整額 58 △56

法人税等合計 497 35

当期純利益 2,224 7,335
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 5,752 5,752

当期末残高 5,752 5,752

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 6,195 6,195

当期末残高 6,195 6,195

その他資本剰余金   

前期末残高 2 2

当期末残高 2 2

資本剰余金合計   

前期末残高 6,197 6,197

当期末残高 6,197 6,197

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 1,438 1,438

当期末残高 1,438 1,438

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 267 259

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △7 △7

当期変動額合計 △7 △7

当期末残高 259 252

特別償却積立金   

前期末残高 8  

当期変動額   

特別償却積立金の取崩 △8 －

当期変動額合計 △8 －

株式消却積立金   

前期末残高 1,600 1,600

当期末残高 1,600 1,600

別途積立金   

前期末残高 25,500 28,500

当期変動額   

別途積立金の積立 3,000 3,000

当期変動額合計 3,000 3,000

当期末残高 28,500 31,500

繰越利益剰余金   

前期末残高 4,849 3,272

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 7 7

特別償却積立金の取崩 8 －

別途積立金の積立 △3,000 △3,000

剰余金の配当 △817 △708

当期純利益 2,224 7,335
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当期変動額合計 △1,576 3,634

当期末残高 3,272 6,906

利益剰余金合計   

前期末残高 33,664 35,071

当期変動額   

剰余金の配当 △817 △708

当期純利益 2,224 7,335

当期変動額合計 1,406 6,627

当期末残高 35,071 41,698

自己株式   

前期末残高 △1,133 △1,138

当期変動額   

自己株式の取得 △5 △12

当期変動額合計 △5 △12

当期末残高 △1,138 △1,151

株主資本合計   

前期末残高 44,481 45,882

当期変動額   

剰余金の配当 △817 △708

当期純利益 2,224 7,335

自己株式の取得 △5 △12

当期変動額合計 1,401 6,614

当期末残高 45,882 52,496

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 3,991 1,378

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,612 1,712

当期変動額合計 △2,612 1,712

当期末残高 1,378 3,091

評価・換算差額等合計   

前期末残高 3,991 1,378

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,612 1,712

当期変動額合計 △2,612 1,712

当期末残高 1,378 3,091

純資産合計   

前期末残高 48,472 47,260

当期変動額   

剰余金の配当 △817 △708

当期純利益 2,224 7,335

自己株式の取得 △5 △12

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,612 1,712

当期変動額合計 △1,211 8,327

当期末残高 47,260 55,588
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 該当事項はありません。   

   

  役員の異動 

    

 退任予定取締役 

    平成２２年６月２５日開催予定の第１１３回定時株主総会の終結の時をもって退任予定です。 

  

     近 藤   浩 〔現 常務取締役 アドミニストレーションセンター長〕 

              退任後 当社顧問に就任予定 

  

     矢 野   武 〔現 取締役相談役〕 

              退任後 当社相談役に就任予定 

  

     石 尾 健 一 〔現 取締役 ＣＳ推進部長〕 

              退任後 当社顧問に就任予定 

   

                                                                                           以 上 

(4)継続企業の前提に関する注記

６．その他
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