
（百万円未満切捨て） 
１．平成23年６月期第２四半期の連結業績（平成22年３月21日～平成22年９月20日） 

  

  

(2）連結財政状態  

（参考） 自己資本 23年６月期第２四半期 15,000百万円 22年３月期  14,746百万円 

  
２．配当の状況 

(注1）当四半期における配当予想の修正有無 ： 有 

 平成22年10月７日に公表いたしました「剰余金の配当(中間)に関するお知らせ」においてお知らせしましたとお
り、平成23年６月期の中間配当は現在の事業環境及び業績等を勘案の上、慎重に検討しました結果、１株当たり１円
とさせていただきます。 

(注2）平成23年６月期の配当予想は、決算期変更に伴い、１年３ケ月の変則決算としています。 

  

３．平成23年６月期の連結業績予想（平成22年３月21日～平成23年６月20日） 

(注1）当四半期における業績予想の修正有無 ： 無 

(注2）平成23年６月期は、平成22年３月21日から平成23年６月20日までの１年３ケ月決算となりますので、対前期 

  増減率は記載しておりません。 
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(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 ％

23年６月期第２四半期  8,360 26.6 472 －  520 －  274 －

22年３月期第２四半期  6,605  － △469 － △275 －  △207 －

  
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

23年６月期第２四半期  5 15 －

22年３月期第２四半期 △3 90 －

  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

23年６月期第２四半期 20,404  15,000 73.5       281  47

22年３月期 19,336 14,746  76.3       276    70

  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 
第４

四半期末 
期末 合計

  円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

22年３月期 － 0  00 － － 0  00 0  00

23年６月期 －        1  00

23年６月期（予想） － － 1  00 2  00

  （％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 
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  20,600  － 900  － 970  － 510  －        9  57



４．その他（詳細は、【添付資料】Ｐ.３「２．その他の情報」をご覧ください。）
(1）当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無 

   新規  －社（社名   ） 除外   －社（社名   ）  

 （注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  (2）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用： 無 

 （注）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の有無となります。 

  

(3）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

  ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有 

② ①以外の変更        ： 無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

(4）発行済株式数（普通株式） 

  

  ※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示
時点において、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

  

      

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）  23年６月期２Ｑ 53,296,100株 22年３月期 53,296,100株

② 期末自己株式数 23年６月期２Ｑ 2,460株 22年３月期 1,551株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年６月期２Ｑ 53,294,419株 22年３月期２Ｑ 53,294,550株

   
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判
断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、【添付資料】Ｐ.３「１．当
四半期の連結業績等に関する定性的情報の(３)連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。  
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、中国をはじめとする新興国の成長や北米の自動車業界などの海

外経済の回復を背景として、国内設備投資も徐々に回復基調となりました。 

 このような状況の中、当社グループの主要ユーザーである製造業や鉄道車両関係を中心に企業の設備稼働率が徐々

に回復したことで、需要が好転してまいりました。特に半導体製造装置の需要が回復いたしました。 

 この結果、当社グループの当第２四半期連結累計期間の売上高は83億６千万円（前年同期比26.6％増）、営業利益

は４億７千２百万円（前年同期は４億６千９百万円の損失）となりました。収益改善策として原価低減活動や経費削

減、生産効率のアップを継続的に取り組みました。また、一時帰休の実施で雇用調整助成金４千３百万円が計上され

たことから、経常利益は５億２千万円（前年同期は２億７千５百万円の損失）となり、第２四半期の純利益は２億７

千４百万円（前年同期は２億７百万円の損失）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） 

 昨年下半期から内外の景気対策や消費刺激策による景気押し上げ効果により、国内の工作機械や一般産業機械、鉄

道車両メーカーを中心に標準油空圧機器の受注環境が回復してきております。 

  一方、特注油圧機器の需要は、海外の自動車メーカー向け特注シリンダは回復傾向にあるものの、製鉄機械や環境

機械メーカーは価格競争力維持のため、中国などのローコストカントリーへ生産をシフトする動きは依然として変わ

りません。特に昨今の円高等の影響を受けて、海外での生産あるいは海外からの調達が加速し、国内での特注油圧機

器の需要は減少傾向が続いております。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は61億６百万円（前年同期比5.5％増）となり、営業利益は６億１

千７百万円（前年同期は５千４百万円の利益）となりました。 

  

  （機械・装置事業） 

 政府の景気対策効果により、自動車販売台数が回復してきたものの、国内の自動車設備過剰感は依然変わらない

中、海外、特に中国や北米の自動車メーカー向けの設備の受注が回復基調となりました。また、新規ビジネスとなる

バッテリーや太陽光発電等の生産設備を受注するなどの新たな取り組みも徐々に軌道に乗りつつあります。 

 一方で、半導体のＤＲＡＭやフラッシュメモリの急激な需要回復を受けて、半導体製造装置メーカー向け機械装置

の受注が増加しました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は22億５千４百万円（前年同期比176.5％増）となり、営業利益は

３億２千５百万円（前年同期は４千６百万円の損失）となりました。 

     

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債及び純資産の状況  

  （流動資産） 

 流動資産は144億９千２百万円と前連結会計年度比13億９千７百万円増加しておりますが、これは主として受取手

形及び売掛金の増加８億５千９百万円によるものであります。 

  （固定資産） 

 固定資産は59億１千２百万円と前連結会計年度比３億２千９百万円減少しておりますが、これは主として有形固定

資産の減少１億４千８百万円、繰延税金資産の減少１億４千２百万円によるものであります。 

  （負債） 

 負債は54億４百万円と前連結会計年度比８億１千３百万円増加しておりますが、これは主として支払手形及び買掛

金の増加８億３千万円によるものであります。 

  （純資産） 

 純資産は150億円と前連結会計年度比２億５千４百万円増加しておりますが、これは主として利益剰余金の増加２

億７千４百万円によるものであります。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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② キャッシュ・フローの状況  

 当弟２四半期連結会計期間末における現金および現金同等物（以下「資金」という。）の残高は前連結会計年度末

に比べて、６億８千２百万円増加し、45億７千１百万円となりました。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、主として仕入債務の増加８億５千３百万円、税金等調整前四半期純利益４

億７千２百万円等により、９億４百万円の資金の増加となりました。 

 （投資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・フローは、主として定期預金の払戻による収入１億８千１百万円により増加しており

ますが、定期預金の預入による支出２億８千３百万円、有形固定資産の取得による支出７千５百万円等により、１億

８千５百万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） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、主として短期借入金の借入による収入６百万円等により、２百万円の資金

の増加となりました。 

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 内外需要の回復傾向は持続してきており、製造業の設備投資過剰感は薄らいできておりましたが、昨今の円高等が

長引けば、業績への影響が次第に出てくるものと思われます。 

 油空圧機器事業は、国内の工作機械や一般産業機械、鉄道車両メーカーを中心とした受注環境については、年内は

緩やかな受注増を予測しております。 

 機械・装置事業は、国内の自動車設備の過剰感は依然変わらない中、海外、特に中国や北米の自動車メーカー向け

設備の受注は回復するものと予測しております。 

 また、半導体製造装置メーカーが今年初めより急激に受注が回復して、年末までは第２四半期と同じレベルの売上

高で推移すると予測しておりますが、半導体のＤＲＡＭやフラッシュメモリの需要増加も一段落して、横ばい状態と

なっており、先行きに不透明感がでてきた状況です。 

  

 また、円高傾向の継続、国内原材料価格の上昇など先行き懸念材料も多くあるものの、受注が回復傾向にあること

と、従業員のモチベーション維持・向上の観点から、役員報酬の減額や社員の賃金カットを、８月から解除としまし

た。なお、減産に対応するための一時帰休を継続しつつ、人材の再配置を図ってまいります。 

 また、当期の中間配当予想を、無配と公表しておりましたが、現在の事業環境及び業績等を勘案の上、１株当たり

１円とさせていただきました。（平成22年10月７日付「剰余金の配当(中間)に関するお知らせ」をご参照くださ

い。） 

 なお、今後の市況や顧客動向、経済情勢の動向などで、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。 

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

  該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 該当事項はありません。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 （会計処理基準に関する事項の変更） 

 機械装置の製造のうち、基本的な仕様や作業内容を顧客の指図に基づいて行うものに係る収益の計上基準について

は、従来、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受注した契約の一部から、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受注については工事進行基準（進捗率の見積りは原価比例法）を、

その他の受注については工事完成基準を適用しております。 

 これにより、当第２四半期連結累計期間の売上高は353,650千円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四

半期純利益はそれぞれ42,273千円増加しております。 

   

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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22年３月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,654,719 4,870,773

受取手形及び売掛金 5,966,822 5,106,951

商品及び製品 270,606 262,022

仕掛品 1,246,587 1,503,365

原材料及び貯蔵品 929,656 893,420

繰延税金資産 324,290 354,424

その他 113,966 117,721

貸倒引当金 △14,266 △13,534

流動資産合計 14,492,382 13,095,144

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,232,146 1,267,098

機械装置及び運搬具（純額） 792,409 890,623

土地 2,801,282 2,810,555

リース資産（純額） 9,762 9,868

その他（純額） 113,432 119,722

有形固定資産合計 4,949,033 5,097,869

無形固定資産   

無形固定資産合計 161,302 178,063

投資その他の資産   

投資有価証券 171,107 169,005

長期貸付金 52,845 56,374

繰延税金資産 489,468 631,602

破産更生債権等 1,548 6,314

その他 88,741 108,932

貸倒引当金 △1,601 △6,370

投資その他の資産合計 802,110 965,857

固定資産合計 5,912,447 6,241,791

資産合計 20,404,829 19,336,935
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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22年３月20日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,974,226 2,144,155

短期借入金 6,000 －

リース債務 3,856 4,616

未払金 417,943 566,206

未払法人税等 30,024 19,512

賞与引当金 313,334 240,896

受注損失引当金 7,195 900

その他 412,548 344,296

流動負債合計 4,165,129 3,320,583

固定負債   

リース債務 5,906 5,385

退職給付引当金 984,527 986,386

役員退職慰労引当金 62,165 87,936

負ののれん 117,089 120,787

その他 69,500 69,500

固定負債合計 1,239,188 1,269,995

負債合計 5,404,318 4,590,579

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 8,013,841 7,739,264

自己株式 △375 △272

株主資本合計 15,083,585 14,809,111

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 19,298 20,074

為替換算調整勘定 △102,372 △82,830

評価・換算差額等合計 △83,073 △62,755

純資産合計 15,000,511 14,746,355

負債純資産合計 20,404,829 19,336,935
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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：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成21年９月20日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月21日 
 至 平成22年９月20日) 

売上高 6,605,784 8,360,672

売上原価 5,360,572 6,227,171

売上総利益 1,245,211 2,133,500

販売費及び一般管理費 1,714,691 1,660,799

営業利益又は営業損失（△） △469,480 472,701

営業外収益   

受取利息 1,934 3,793

受取配当金 1,722 1,192

受取賃貸料 16,619 15,745

負ののれん償却額 3,697 3,697

持分法による投資利益 2,657 1,296

仕入割引 728 1,434

助成金収入 169,269 43,961

為替差益 7,190 －

デリバティブ評価益 6,640 4,323

その他 6,983 28,713

営業外収益合計 217,444 104,158

営業外費用   

支払利息 47 97

売上割引 6,656 6,022

不動産賃貸原価 6,454 6,954

為替差損 － 37,350

訴訟関連費用 5,000 －

その他 5,763 5,474

営業外費用合計 23,922 55,899

経常利益又は経常損失（△） △275,958 520,960

特別利益   

固定資産売却益 1,526 151

貸倒引当金戻入額 7,778 1,827

特別利益合計 9,304 1,979

特別損失   

固定資産除売却損 8,305 9,215

退職特別加算金 42,994 40,779

特別損失合計 51,300 49,995

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（△）

△317,953 472,943

法人税、住民税及び事業税 18,557 26,886

法人税等調整額 △128,792 171,480

法人税等合計 △110,235 198,367

四半期純利益又は四半期純損失（△） △207,718 274,576
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年６月21日 
 至 平成21年９月20日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年６月21日 
 至 平成22年９月20日) 

売上高 3,537,785 4,253,462

売上原価 2,804,867 3,176,575

売上総利益 732,918 1,076,886

販売費及び一般管理費 819,765 833,968

営業利益又は営業損失（△） △86,847 242,918

営業外収益   

受取利息 606 1,975

受取配当金 981 706

受取賃貸料 8,207 7,858

負ののれん償却額 1,848 1,848

持分法による投資利益 2,888 1,077

仕入割引 484 1,058

助成金収入 70,457 13,687

デリバティブ評価益 － 4,495

その他 7,024 7,134

営業外収益合計 92,499 39,841

営業外費用   

支払利息 － 47

売上割引 3,408 2,879

不動産賃貸原価 3,045 3,940

為替差損 13,892 36,956

デリバティブ評価損 2,474 －

その他 2,578 2,656

営業外費用合計 25,400 46,481

経常利益又は経常損失（△） △19,748 236,278

特別利益   

固定資産売却益 1,009 150

貸倒引当金戻入額 5,646 353

特別利益合計 6,655 504

特別損失   

固定資産除売却損 8,305 5,343

退職特別加算金 42,994 13,712

特別損失合計 51,300 19,055

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（△）

△64,392 217,727

法人税、住民税及び事業税 4,469 △3,879

法人税等調整額 △18,238 90,468

法人税等合計 △13,769 86,588

四半期純利益又は四半期純損失（△） △50,622 131,139
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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）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成21年９月20日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月21日 
 至 平成22年９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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△317,953 472,943

減価償却費 242,710 218,293

負ののれん償却額 △3,697 △3,697

賞与引当金の増減額（△は減少） △14,646 72,780

受注損失引当金の増減額（△は減少） △1,037 6,295

退職給付引当金の増減額（△は減少） 27,912 △1,858

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △47,105 △25,771

受取利息及び受取配当金 △3,657 △4,985

支払利息 47 97

為替差損益（△は益） 8,454 －

固定資産除売却損益（△は益） 6,778 9,064

売上債権の増減額（△は増加） 2,782,877 △868,271

たな卸資産の増減額（△は増加） 600,322 202,883

仕入債務の増減額（△は減少） △1,430,829 853,611

未払金の増減額（△は減少） △186,399 △129,175

その他 △194,968 68,479

小計 1,468,808 870,688

利息及び配当金の受取額 3,769 5,388

利息の支払額 △393 △97

法人税等の支払額 △29,194 28,462

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,442,990 904,442

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 △1,802 △283,492

定期預金の払戻による収入 100,000 181,660

有形固定資産の取得による支出 △91,429 △75,413

有形固定資産の売却による収入 4,544 7,212

長期貸付けによる支出 △3,297 －

その他 △13,992 △15,039

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,977 △185,073

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） － 6,357

長期借入金の返済による支出 △95,000 －

自己株式の取得による支出 － △102

配当金の支払額 △53,294 －

その他 △2,167 △3,461

財務活動によるキャッシュ・フロー △150,461 2,793

現金及び現金同等物に係る換算差額 5,700 △40,048

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,292,251 682,114

現金及び現金同等物の期首残高 2,022,681 3,889,389

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,314,933 4,571,503
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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21年３月21日 至平成21年９月20日） 

  

当第２四半期連結累計期間（自平成22年３月21日 至平成22年９月20日） 

     

    前第２四半期連結累計期間（自平成21年３月21日 至平成21年9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２四半期連結累計期間（自平成22年３月21日 至平成22年9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２半期連結累計期間（自平成21年３月21日 至平成21年９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。  

   

当第２四半期連結累計期間（自平成22年３月21日 至平成22年９月20日） 

(注)売上高（内部売上高及び振替高を除く）が連結売上高の10％以上であるセグメントはありません。 

  

 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  5,790,419  815,364  6,605,784         -  6,605,784

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 8,846  20,152  28,998  △28,998       - 

計  5,799,266  835,516  6,634,783  △28,998  6,605,784

営業利益(損失は△)  54,840  △46,494  8,346  △477,826  △469,480

  
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  6,106,516  2,254,155  8,360,672         -  8,360,672

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 34,734  338  35,072  △35,072       - 

計  6,141,250  2,254,494  8,395,744  △35,072  8,360,672

営業利益  617,189  325,416  942,605  △469,904  472,701

（所在地別セグメント情報）

（海外売上高）

Ⅰ 海外売上高（千円） 1,043,138 

Ⅱ 連結売上高（千円） 8,360,672 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 12.5 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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(生産、受注及び販売の状況) 

(１)生産実績 

    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 

    第２四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 

    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。  

  

４．補足情報

事業の種類別セグメントの名称 

前第２四半期連結累計期間
（自 平成21年３月21日 
  至 平成21年９月20日） 

当第２四半期連結累計期間
（自 平成22年３月21日 
  至 平成22年９月20日） 

金額（千円） 金額（千円） 

油空圧機器事業 5,201,711  6,038,729  

機械・装置事業 756,390  2,031,949  

合計 5,958,102  8,070,679  

種類別セグメントの名称 

前第２四半期連結累計期間
（自 平成21年３月21日 
  至 平成21年９月20日） 

当第２四半期連結累計期間
（自 平成22年３月21日 
  至 平成22年９月20日） 

受注高
（千円） 

受注残高
（千円） 

受注高 
（千円） 

受注残高
（千円） 

油空圧機器事業 4,882,191 1,864,134 6,344,723 2,023,329

機械・装置事業 665,433 1,181,385 1,694,862 891,274

合計 5,547,625 3,045,519 8,039,586 2,914,604

事業の種類別セグメントの名称 

前第２四半期連結累計期間
（自 平成21年３月21日 
  至 平成21年９月20日） 

当第2四半期連結累計期間
（自 平成22年３月21日 
  至 平成22年９月20日） 

金額（千円） 金額（千円） 

油空圧機器事業 5,790,419  6,106,516  

機械・装置事業                       815,364                      2,254,155 

合計 6,605,784  8,360,672  
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