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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 32,769 6.2 706 ― 898 ― 601 ―

22年3月期第2四半期 30,849 △42.9 △584 ― △427 ― △472 ―

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3月期第2四半期 11.05 ―

22年3月期第2四半期 △8.67 ―

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3月期第2四半期 93,453 63,426 66.2 1,135.92
22年3月期 96,846 65,705 66.3 1,178.30

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  61,882百万円 22年3月期  64,196百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金

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

22年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00

23年3月期 ― 5.00

23年3月期 
（予想）

― 5.00 10.00

3.  平成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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 70,000 2.5 1,600 38.4 2,000 21.7 1,000 75.6 18.36



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  有  

（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  有  
（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 

（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、金融商品取引法に基づく
四半期財務諸表のレビュー手続きは終了しておりません。 

※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見通しであり、多分に不確実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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】Ｐ．４「２．その他の情報」をご覧ください。）

新規 1社 （社名 浙江新東鋼丸有限公司 ）、 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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 56,554,009株 22年3月期  56,554,009株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  2,076,588株 22年3月期  2,071,980株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 54,478,480株 22年3月期2Q  54,499,965株
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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の経済状況は、通貨安競争による円高の進行に加え、デフレの長期化などで先行きの

不透明要因はあるものの、内外での景気刺激策や中国、ブラジルなど新興国での外需にけん引され、景気は緩やか

ながら回復基調を維持いたしました。 

 当社グループの事業環境につきましては、自動車関連など国内での需要先業界は、依然として設備余剰が継続い

たしましたが、中国やブラジルなどの新興国での設備需要に下支えされるとともに、設備稼働に連動する消耗品や

メンテナンス部品が回復傾向で推移いたしました。 

 こうした情勢下、当第２四半期連結累計期間の受注高は、前年同四半期と比べ８，３０２百万円増加の 

３３，２７２百万円、売上高は、前年同四半期と比べ1，９１９百万円増加の３２，７６９百万円、受注残高は、

前年同四半期と比べ８，５０３百万円減少して２６，２３８百万円となりました。 

 収益面につきましては、売上増及び原価削減の寄与があって、営業利益が前年同四半期に比べ１，２９０百万円

増加して７０６百万円(前年同四半期は５８４百万円の損失)となりました。経常利益は、前年同四半期に比べ 

１，３２５百万円増加して８９８百万円(同４２７百万円の損失)、四半期純利益は、前年同四半期に比べ 

１，０７４百万円増加の６０１百万円(同４７２百万円の損失)を計上して、全て黒字転換いたしました。 

 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、前期の中間配当金と同様に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１０円）

を予定しております。 

  

〔鋳造分野〕 

 ブラジル、中国市場での自動車部品向け鋳造設備が堅調に推移するとともに、国内での大型鋳造プラントが売上

に貢献し、売上高は１０，５９１百万円となりました。  

 営業利益は、コスト低減による採算の改善があり、１，０１０百万円の計上となりました。 

  

〔表面処理分野〕 

 表面処理装置は、主力の自動車関連向けが低調でしたが、造船業界向けへの底堅い需要に加えて、太陽光パネル

製造向け精密微細加工装置の売上が伸長いたしました。また、装置に使用する投射材・研磨材が自動車、鉄鋼業界

での設備稼働率の上昇に伴って回復基調に推移し、分野全体の売上高は、１５，３２５百万円となりました。営業

利益は、投射材・研磨材などの消耗品の増収効果があり、１，０６５百万円となりました。 

  

〔環境分野〕 

 工作機械に付帯する小型の汎用集塵装置の需要は回復傾向にありましたが、中・大型集塵装置が需要先業界全般

の投資抑制により、ＶＯＣガス浄化装置が計画の先送りによって、それぞれ低調に推移して、売上高は２，８９２

百万円となりました。営業損益は、売上減の影響で１９１百万円の損失計上となりました。 

  

〔搬送分野〕 

 北米市場は低迷いたしましたが、国内での工作機械、食品関連向けリフト、コンベアの需要に持ち直しの動きが

あり、売上高は、１，９４４百万円と増加に転じました。営業損益は、競争激化により１０９百万円の損失計上と

なりました。 

  

〔特機分野〕 

 成形機・型は、自動車関連業界の投資抑制により、液晶パネル向けハンドリングロボットは、円高の影響により

ともに低調に推移いたしましたが、自動車業界の電動化・ハイブリット化の開発投資を受けて、サーボシリンダー

が堅調に推移するとともに、セラミックス部品の伸びもあり、全体の売上高は、２，１８９百万円となりました。

営業損益は、固定費増の影響で３７７百万円の損失計上となりました。 

   

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）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 

 当第２四半期末における資産合計は、前期末比３，３９２百万円減の９３，４５３百万円となりました。これ

は、投資有価証券等の固定資産が前期末比２，３０７百万円減少し、また、受取手形及び売掛金、仕掛品の減少等

により流動資産が１，０８５百万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９８６百万円減少したこと等により、負債合計は、

前期末比１，１１４百万円減少の３０，０２６百万円となりました。 

純資産の部では、その他有価証券評価差額金が１，７５７百万円減少したことに加え、為替換算調整勘定が８８１

百万円減少したこと等により、純資産合計は、前期末比２，２７８百万円減少の６３，４２６百万円となりまし

た。 

②キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期末における現金及び現金同等物の残高は、前期末と比べて２，２５２百万円増加して、 

２４，０３４百万円となりました。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、３，９７６百万円の収入となりました。その主な内訳は、売上債権の減

少に伴う資金の増加１，６１２百万円、たな卸資産の減少に伴う資金の増加１，００３百万円及び資金支出を伴わ

ない減価償却費８８２百万円等であります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、１，５４９百万円の支出となりました。主なものは、定期預金の預入に

よる支出１，１８９百万円、投資有価証券の取得による支出６５８百万円等であります。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、５２１百万円の収入となりました。これは、主として配当金の支払 

２７１百万円があったものの、社債の発行による収入５１５百万円及び長期借入れによる収入３１６百万円等があ

ったことにより、資金が増加したものであります。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  今後の経済見通しは、企業業績に改善の兆しがあるものの、さらなる円高への懸念、デフレの継続などで国内で

の雇用環境や設備投資は厳し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では、国内での大

型の設備投資は引き続き低迷する一方、中国、ロシア等の新興国における新規需要や稼働率の向上に伴う消耗品、

メンテナンス部品の需要が見込まれます。 

これらの状況を踏まえて、次のとお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、低調な国内の設備需要を新興国で下支えすることなどで前回予想通りとし、利益面で

は、主に欧州市場での採算性の改善および原材料価格の安定的推移が予測される投射材等の消耗品の需要増を見込

むとともに、経費圧縮を含めた原価低減活動の徹底によって、営業利益、経常利益、当期純利益ともに前回予想を

上回る見通しです。 

  

平成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）    （単位：百万円） 

  

なお、業績予想につきましては、現時点で当社が入手可能な情報に基づいており、実際の数値は今後さまざま

な要因によって予想数値と異なる可能性があります。   

  
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 

 前回発表予想（Ａ） 

 (平成22年5月7日) 
７０，０００ ８００ １，０００ ６００

円  銭 

１１．０１

 今回発表予想（Ｂ） ７０，０００ １，６００ ２，０００ １，０００ １８．３６

 増減額（Ｂ－Ａ） － ８００ １，０００ ４００ － 

 増減率（％） － １００．０ １００．０ ６６．７ － 

 (ご参考)前期実績 

 (平成22年３月期) 
６８，２６９ １，１５５ １，６４２ ５６９ １０．４５
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（１）重要な子会社の異動の概要 

①連結の範囲の変更 

 第２四半期連結会計期間より、浙江新東鋼丸有限公司を新たに設立したため、連結の範囲に含めております。 

②変更後の連結子会社の数 

 30社 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①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。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要  

①会計処理基準に関する事項の変更 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及

び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用してお

ります。これにより、損益に与える影響はありません。 

 

②表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書） 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用により、当

第２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。 

  

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：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 17,927 15,685

受取手形及び売掛金 20,899 22,782

有価証券 7,395 7,348

製品 1,228 1,342

仕掛品 4,547 5,730

原材料及び貯蔵品 2,524 2,622

その他 2,332 2,405

貸倒引当金 △193 △169

流動資産合計 56,661 57,747

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,001 7,443

機械装置及び運搬具（純額） 3,743 4,015

土地 4,871 4,977

その他（純額） 935 907

有形固定資産合計 16,552 17,343

無形固定資産   

のれん 52 56

その他 1,038 1,047

無形固定資産合計 1,091 1,104

投資その他の資産   

投資有価証券 15,553 17,365

その他 3,638 3,349

貸倒引当金 △43 △63

投資その他の資産合計 19,148 20,651

固定資産合計 36,791 39,098

資産合計 93,453 96,846
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,530 11,242

短期借入金 2,531 2,475

未払法人税等 268 295

賞与引当金 1,309 1,461

役員賞与引当金 40 109

プラント保証引当金 531 611

受注損失引当金 28 24

その他 6,751 6,758

流動負債合計 21,992 22,978

固定負債   

社債 3,130 2,600

長期借入金 287 28

退職給付引当金 2,683 2,755

役員退職慰労引当金 147 147

環境安全対策引当金 67 282

資産除去債務 114 －

その他 1,604 2,349

固定負債合計 8,034 8,162

負債合計 30,026 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 52,002 51,672

自己株式 △1,155 △1,151

株主資本合計 62,847 62,521

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,390 3,148

為替換算調整勘定 △2,356 △1,474

評価・換算差額等合計 △965 1,674

少数株主持分 1,544 1,508

純資産合計 63,426 65,705

負債純資産合計 93,453 96,846
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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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 30,849 32,769

売上原価 22,845 23,790

売上総利益 8,004 8,978

販売費及び一般管理費 8,588 8,272

営業利益又は営業損失（△） △584 706

営業外収益   

受取利息 67 88

受取配当金 114 114

負ののれん償却額 1 1

持分法による投資利益 70 67

その他 121 124

営業外収益合計 376 397

営業外費用   

支払利息 65 45

為替差損 － 62

その他 154 96

営業外費用合計 220 204

経常利益又は経常損失（△） △427 898

特別利益   

固定資産売却益 0 6

投資有価証券売却益 18 1

負ののれん発生益 － 11

その他 － 0

特別利益合計 19 20

特別損失   

固定資産除売却損 19 10

投資有価証券評価損 37 24

会員権評価損 5 8

環境安全対策引当金繰入額 － 11

その他 － 12

特別損失合計 62 66

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（△）

△469 853

法人税、住民税及び事業税 257 245

法人税等調整額 △213 △80

法人税等合計 43 165

少数株主損益調整前四半期純利益 － 687

少数株主利益又は少数株主損失（△） △40 85

四半期純利益又は四半期純損失（△） △472 601
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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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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（△）

△469 853

減価償却費 949 882

のれん償却額 1 1

負ののれん発生益 － △11

賞与引当金の増減額（△は減少） △99 △143

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △114 △53

受注損失引当金の増減額（△は減少） △28 4

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7 13

退職給付引当金の増減額（△は減少） △88 △45

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △39 0

未払役員退職慰労金の増減額（△は減少） － △67

環境安全対策引当金の増減額（△は減少） △0 △99

受取利息及び受取配当金 △182 △202

支払利息 65 45

持分法による投資損益（△は益） △70 △67

有形固定資産除売却損益（△は益） 18 3

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 63 42

会員権売却損益（△は益） － 5

会員権評価損 5 8

売上債権の増減額（△は増加） 10,345 1,612

たな卸資産の増減額（△は増加） 116 1,003

仕入債務の増減額（△は減少） △5,465 △323

未払消費税等の増減額（△は減少） △366 178

未収消費税等の増減額（△は増加） － 316

前受金の増減額（△は減少） 794 △597

その他 △332 629

小計 5,109 3,987

利息及び配当金の受取額 209 243

利息の支払額 △71 △42

法人税等の支払額 △644 △334

法人税等の還付額 682 123

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,284 3,976

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 △299 △1,189

定期預金の払戻による収入 323 690

有価証券の取得による支出 △0 △100

有価証券の売却及び償還による収入 100 1

有形固定資産の取得による支出 △1,563 △457

有形固定資産の売却による収入 11 16

投資有価証券の取得による支出 △313 △658

投資有価証券の売却及び償還による収入 126 71

貸付けによる支出 △134 △4

貸付金の回収による収入 8 34

子会社の清算による収入 － 14

無形固定資産の取得による支出 △109 △96

その他 △10 127

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,860 △1,549
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（単位：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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） △651 47

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △41 △55

長期借入れによる収入 － 316

長期借入金の返済による支出 △31 △19

社債の発行による収入 － 515

子会社の自己株式の取得による支出 － △2

自己株式の取得による支出 △0 △3

配当金の支払額 △434 △271

少数株主への配当金の支払額 △10 △4

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,170 521

現金及び現金同等物に係る換算差額 400 △695

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,653 2,252

現金及び現金同等物の期首残高 20,849 21,781

現金及び現金同等物の四半期末残高 23,503 24,034

- 9 -

新東工業㈱(6339)　平成23年3月期　第2四半期決算短信



 該当事項はありません。 

  

〔事業の種類別セグメント情報〕   

 前第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）事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品の名称 

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。 

〔セグメント情報〕   

 １．報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源

の配分の決定及び業績を評価するために定期的に検討を行う対象となっているものである。 

 当社は、カンパニー及び事業部を基礎とした製品別のセグメントから構成されており、「鋳造分野」、「表面処

理分野」、「環境分野」、「搬送分野」、「特機分野」の５つを報告セグメントとしている。   

 「鋳造分野」は、鋳型造型装置、鋳物砂処理装置及び鋳造分野部分品等の製造・販売を行っている。「表面処理

分野」は、ショットブラストマシン、表面処理分野部分品及び投射材・研磨材等の製造・販売を行っている。「環

境分野」は、集塵装置、脱臭装置及び環境分野部分品等の製造・販売を行っている。「搬送分野」は、昇降装置、

グラビティコンベア及び搬送システム等の製造・販売を行っている。「特機分野」は、液晶パネル製造装置、ハン

ドリングロボット、セラミックス製品、粉粒体処理装置及び成形装置等の製造・販売を行っている。  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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） 
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、

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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２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報     

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日）   

                                         （単位：百万円）

（注）１．「その他」区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、機械設計、情報関連及び

    福利厚生事業等を含んでいる。  

    ２．セグメント利益又は損失（△）の調整額△730百万円には、セグメント間取引消去25百万円、各報

    告セグメントに配分していない全社費用△756百万円が含まれている。全社費用は、主に報告セグメン

        トに帰属しない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．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。 

  

(追加情報） 

 第1四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年

３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20

年３月21日）を適用している。 

  

３．補足情報（参考） 

  〔所在地別セグメント情報〕 

前第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） 

  

  

 報告セグメント
その他
（注）１

合計 
調整額 
（注）２ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）３

鋳造 
分野 

表面処
理分野 

環境 
分野 

 搬送   
分野 

特機
分野 

計

売上高                                                      

外部顧客への  
売上高 

 10,591  15,325 2,778 1,936 2,071 32,702 66  32,769  － 32,769

セグメント間の 
内部売上高又は 
振替高 

 －  0 114 8 118 240 879  1,120  △1,120 －

計  10,591  15,325 2,892 1,944 2,189 32,943 946  33,889  △1,120 32,769

セグメント利益 
 又は損失（△）  1,010  1,065 △191 △109 △377 1,398 38  1,436  △730 706

  
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（自 平成22年４月１日 至 平成22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  

  

 〔海外売上高〕  

前第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） 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22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…………ドイツ・ロシア 

(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。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

  
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 
 25,402  1,201  2,632  1,703  1,829  32,769  －  32,769

(2)セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 682  －  15  469  38  1,207 (1,207)  －

計  26,084  1,201  2,648  2,173  1,868  33,976 (1,207)  32,769

営業利益 

（△は営業損失） 
 730  △9  275  282  181  1,460 (754)  706

  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

  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）  1,343  728  5,276  3,120  10,469

Ⅱ 連結売上高（百万円）                          32,769

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 4.1  2.2  16.1  9.5  31.9

（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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