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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） 

（注）潜在株式が存在しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益は記載しておりません。 

(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 24,107 19.2 2,655 288.5 2,633 168.5 1,262 116.4
22年3月期第2四半期 20,230 △29.1 683 △78.2 981 △70.9 583 △67.5

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 39.55 ―
22年3月期第2四半期 18.27 ―

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 61,571 50,084 80.0 1,544.34
22年3月期 61,440 50,077 80.2 1,544.59

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  49,287百万円 22年3月期  49,296百万円

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 ― 10.00 ― 23.00 33.00
23年3月期 ― 15.00
23年3月期 

（予想）
― 18.00 33.00

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  
※上記の1株当たり当期純利益は、本日開示しました自己株式取得に係る事項による自己株式数の増加を考慮した期中平均株式数を元に計算しておりま
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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 50,200 12.8 5,400 73.2 5,500 52.1 3,000 16.8 95.13



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（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の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きを実施中であります。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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仮定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］2ページ「１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 （３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、［添付資料］3ページ「２．その他の情報」をご覧ください。）

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 33,917,088株 22年3月期  33,917,088株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  2,002,112株 22年3月期  2,001,684株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 31,915,139株 22年3月期2Q  31,916,069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における国内景気は、企業収益の改善及び設備投資の下げ止まりなどから引き続き持

ち直してきておりますが、円高、株安など懸念材料もあり、楽観できない状況が続きました。 

このような環境下にあって、当企業グループの業績は、軸受機器事業につきましては、国内外の市況が回復基調

にある中で、新規受注の獲得に向けた積極的な営業活動と徹底した原価低減活動に努めました。その結果、対前年

同期比では大幅な増収増益となりました。構造機器事業につきましては、厳しい事業環境ながらも受注は前年同期

比で増加しましたが、売上・利益ともに前年同期比で減少いたしました。建築機器事業につきましては、住宅用製

品の売上は増加しましたが、主力のウィンドーオペレーターの新規需要が低迷したため、全体では売上・利益とも

に前年同期比で減少いたしました。 

これらの結果、グループ全体での売上高は241億7百万円（前年同期比19.2％増）、営業利益は26億5千5百万円

（前年同期比288.5％増）、経常利益は26億3千3百万円（前年同期比168.5％増）、四半期純利益は12億6千2百万円

（前年同期比116.4％増）となりました。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間末の財政状態は以下のとおりであります。 

前連結会計年度末に比べ総資産は1億3千万円増加し、純資産が7百万円増加した結果、自己資本比率は前連結会

計年度末より0.2ポイント減少し80.0％となりました。増減の主なものは、流動資産では現金及び預金が14億2千7

百万円増加、受取手形及び売掛金が8億8千3百万円減少、仕掛品が9億7千5百万円増加しております。固定資産では

有形固定資産が合計で4億7千7百万円減少、投資有価証券が3億6千8百万円減少、その他の科目として長期預金が5

億2百万円減少しております。 

負債は1億2千3百万円増加しております。主なものは、その他の科目に含まれる前受金の増加2億8千2百万円など

であります。 

（キャッシュ・フロー計算書） 

営業活動によるキャッシュ・フローは24億4千2百万円の収入となっております。内訳の主なものは、増加要因と

しては税金等調整前四半期純利益22億3千8百万円、減価償却費10億4千6百万円、売上債権の減少額7億8千2百万円

等であります。一方、減少要因としてはたな卸資産の増加額12億4千8百万円、法人税等の支払額9億7百万円等であ

ります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは6億1千万円の支出となっております。これは主に有形固定資産の取得によ

る支出6億3千5百万円、投資有価証券の取得による支出4億2千万円、定期預金の預入による支出5億円、定期預金の

払戻による収入5億円、保険積立金の解約による収入5億3千4百万円等によるものであります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは7億7千1百万円の支出となっております。これは主に配当金の支払7億3千3

百万円等によるものであります。 

この結果、当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比べて9億2千8百

万円増加し、148億6千6百万円となりました。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

軸受機器事業につきましては、エコカー補助金制度終了による需要減、円高による輸出環境の悪化が懸念される

等、先行き不透明な状況が続くと予想しておりますが、新規採用の拡大、中国・インドをはじめとした新興国需要

の開拓、新製品の投入と徹底したコストダウンを進めてまいります。 

構造機器事業につきましては、公共投資、民間投資ともに厳しい環境ではありますが、積極的な営業活動と徹底

したコストの低減を進めてまいります。 

建築機器事業につきましては、主力のウィンドーオペレーターの新規需要が低調に推移すると予測されますが、

自然換気、遮光装置であるエコシリーズ製品の売上拡大をはかるとともに、リニューアル物件の受注獲得及びコス

ト削減を進めてまいります。 

これらの結果、グループ全体での売上高は502億円、経常利益は55億円を予想しております。なお、この予想に

つきましては、第２四半期の業績及び 近の動向を勘案し、平成22年７月29日に公表いたしました業績予想を修正

いたしました。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（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 

①簡便な会計処理 

・原価差異の配賦方法 

標準原価を適用しているために原価差異が生じた場合、当該原価差異のたな卸資産と売上原価への配賦を年度

決算と比較して簡便的に実施する方法によっております。 

・固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によ

っております。 

・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 

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には、前連結会計年度において使用した将来の業績予想やタックス・

プランニングを利用する方法によっております。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

・税金費用の計算 

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

・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。 

これによる影響は軽微であります。 

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 14,602 13,174

受取手形及び売掛金 14,215 15,098

有価証券 1,284 1,284

商品及び製品 2,152 1,981

仕掛品 2,903 1,928

原材料及び貯蔵品 1,261 1,237

その他 1,167 1,157

貸倒引当金 △71 △66

流動資産合計 37,515 35,795

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,626 6,859

機械及び装置（純額） 3,637 3,949

土地 3,571 3,585

その他（純額） 1,158 1,075

有形固定資産合計 14,993 15,470

無形固定資産 408 306

投資その他の資産   

投資有価証券 7,198 7,567

その他 1,605 2,495

貸倒引当金 △150 △194

投資その他の資産合計 8,654 9,867

固定資産合計 24,055 25,644

資産合計 61,571 61,440
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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 5,226 5,324

短期借入金 0 0

未払法人税等 1,055 1,037

賞与引当金 924 885

役員賞与引当金 52 107

その他 1,952 1,600

流動負債合計 9,212 8,954

固定負債   

長期借入金 0 0

退職給付引当金 1,337 1,335

役員退職慰労引当金 48 79

負ののれん 6 10

その他 879 982

固定負債合計 2,273 2,408

負債合計 11,486 11,363

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,585 8,585

資本剰余金 9,474 9,474

利益剰余金 34,108 33,580

自己株式 △2,728 △2,728

株主資本合計 49,438 48,911

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 559 814

為替換算調整勘定 △710 △429

評価・換算差額等合計 △151 384

少数株主持分 797 781

純資産合計 50,084 50,077

負債純資産合計 61,571 61,440
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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 20,230 24,107

売上原価 13,737 15,314

売上総利益 6,492 8,793

販売費及び一般管理費 5,809 6,137

営業利益 683 2,655

営業外収益   

受取利息 25 23

受取配当金 42 49

為替差益 3 －

助成金収入 111 －

その他 137 209

営業外収益合計 321 282

営業外費用   

支払利息 2 0

売上割引 7 7

為替差損 － 275

その他 13 20

営業外費用合計 23 304

経常利益 981 2,633

特別利益   

固定資産売却益 39 －

貸倒引当金戻入額 8 6

受取保険金 58 －

特別利益合計 106 6

特別損失   

固定資産処分損 18 18

投資有価証券評価損 92 377

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 5

特別損失合計 111 401

税金等調整前四半期純利益 976 2,238

法人税等 397 940

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,298

少数株主利益又は少数株主損失（△） △4 35

四半期純利益 583 1,262
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 11,243 12,298

売上原価 7,571 7,781

売上総利益 3,671 4,516

販売費及び一般管理費 3,009 3,110

営業利益 661 1,405

営業外収益   

受取利息 11 10

受取配当金 11 5

受取ロイヤリティー － 21

助成金収入 77 －

その他 73 57

営業外収益合計 174 95

営業外費用   

支払利息 0 0

売上割引 3 3

為替差損 36 158

その他 8 0

営業外費用合計 48 163

経常利益 787 1,337

特別利益   

固定資産売却益 39 －

投資有価証券評価損戻入益 0 －

貸倒引当金戻入額 0 4

受取保険金 58 －

特別利益合計 98 4

特別損失   

固定資産処分損 18 0

投資有価証券評価損 － 34

特別損失合計 18 34

税金等調整前四半期純利益 868 1,307

法人税等 270 654

少数株主損益調整前四半期純利益 － 652

少数株主利益又は少数株主損失（△） △2 18

四半期純利益 600 633
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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 976 2,238

減価償却費 1,111 1,046

負ののれん償却額 △2 △3

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2 △35

退職給付引当金の増減額（△は減少） 81 19

受取利息及び受取配当金 △68 △72

支払利息 2 0

固定資産売却損益（△は益） △39 －

固定資産処分損益（△は益） 18 18

投資有価証券評価損益（△は益） 92 377

売上債権の増減額（△は増加） 1,189 782

たな卸資産の増減額（△は増加） 411 △1,248

仕入債務の増減額（△は減少） △390 △92

その他 △259 252

小計 3,125 3,282

利息及び配当金の受取額 79 68

利息の支払額 △2 △0

法人税等の支払額 △83 △907

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,119 2,442

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △999 －

有価証券の売却及び償還による収入 500 －

有形固定資産の取得による支出 △745 △635

有形固定資産の売却による収入 83 37

投資有価証券の取得による支出 △206 △420

投資有価証券の売却による収入 4 1

定期預金の預入による支出 － △500

定期預金の払戻による収入 1,500 500

貸付金の回収による収入 3 1

保険積立金の解約による収入 － 534

その他 △25 △128

投資活動によるキャッシュ・フロー 114 △610

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 △0 △0

配当金の支払額 △642 △733

少数株主への配当金の支払額 △7 △12

自己株式の取得による支出 △0 △0

リース債務の返済による支出 △13 △25

財務活動によるキャッシュ・フロー △664 △771

現金及び現金同等物に係る換算差額 84 △132

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,653 928

現金及び現金同等物の期首残高 7,925 13,938

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,578 14,866
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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２四半期連結会計期間（自平成21年７月１日 至平成21年９月30日） 

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）１．事業区分の方法 

事業区分の方法は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各区分に属する主要な製品 

（1）軸受機器……オイルレスベアリング 

（2）構造機器……免震・制振装置、支承 

（3）建築機器……ウィンドーオペレーター、環境機器、住宅用機器 

（4）その他………上記(1）(2）(3）に属しないもの 

３．会計処理の方法の変更 

（在外子会社の財務諸表項目の換算方法の変更） 

在外子会社の収益及び費用は、従来、当該子会社の決算日の為替相場により換算しておりましたが、第１

四半期連結会計期間より期中平均相場による換算に変更しております。この変更に伴い、従来の方法によっ

た場合に比べて、軸受機器の売上高が63百万円減少、営業利益が2百万円増加しております。なお、構造機

器、建築機器及びその他に与える影響はありません。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
軸受機器 
（百万円）

構造機器 
（百万円）

建築機器 
（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 6,711 2,649 1,509 373 11,243 － 11,243 

（2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
4 － － 3 8 (△8) － 

計 6,715 2,649 1,509 377 11,251 (△8) 11,243 

営業利益 250 201 170 39 661 － 661 

  
軸受機器 
（百万円）

構造機器 
（百万円）

建築機器 
（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 12,029 4,688 2,768 743 20,230 － 20,230 

（2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
6 － 0 56 63 (△63) － 

計 12,035 4,688 2,769 800 20,293 (△63) 20,230 

営業利益 97 337 213 35 683 － 683 
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【所在地別セグメント情報】 

前第２四半期連結会計期間（自平成21年７月１日 至平成21年９月30日） 

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）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

北 米：アメリカ、カナダ 

欧 州：ドイツ、フランス、チェコ 

アジア：中国、タイ 

３．会計処理の方法の変更 

（在外子会社の財務諸表項目の換算方法の変更） 

在外子会社の収益及び費用は、従来、当該子会社の決算日の為替相場により換算しておりましたが、第１

四半期連結会計期間より期中平均相場による換算に変更しております。この変更に伴い、従来の方法によっ

た場合に比べて、売上高は、北米が5百万円、欧州が49百万円、アジアが9百万円それぞれ減少し、営業利益

は、北米が0百万円、欧州が2百万円それぞれ増加し、アジアは0百万円減少しております。 

  
日本 

（百万円）
北米 

（百万円）
欧州 

（百万円）
アジア 

（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 9,789 605 342 506 11,243 － 11,243 

（2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
404 4 2 26 437 (△437) － 

計 10,194 609 344 532 11,680 (△437) 11,243 

営業利益又は損失（△） 602 △13 △8 81 661 － 661 

  
日本 

（百万円）
北米 

（百万円）
欧州 

（百万円）
アジア 

（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 17,637 1,124 631 837 20,230 － 20,230 

（2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
733 9 2 57 802 (△802) － 

計 18,370 1,134 633 894 21,033 (△802) 20,230 

営業利益又は損失（△） 712 △98 △36 106 683 － 683 
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【海外売上高】 

前第２四半期連結会計期間（自平成21年７月１日 至平成21年９月30日） 

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）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

北 米：アメリカ、カナダ 

欧 州：ドイツ、フランス、チェコ 

アジア：中国、タイ 

その他：上記区分以外 

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ります。 

４．会計処理の方法の変更 

（在外子会社の財務諸表項目の換算方法の変更） 

在外子会社の収益及び費用は、従来、当該子会社の決算日の為替相場により換算しておりましたが、第１

四半期連結会計期間より期中平均相場による換算に変更しております。この変更に伴い、従来の方法によっ

た場合に比べて、売上高が北米において4百万円、欧州において47百万円、アジアにおいて10百万円、その

他において0百万円それぞれ減少しております。 

  北米 欧州 アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 655 612 955 18 2,241 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － － 11,243 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
5.8 5.4 8.5 0.2 19.9 

  北米 欧州 アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 1,170 1,055 1,679 29 3,935 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － － 20,230 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
5.8 5.2 8.3 0.1 19.5 
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【セグメント情報】 

１．報告セグメントの概要 

当企業グループの報告セグメントは、当企業グループ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

るものであります。 

当企業グループは、製品別の事業部等により、取り扱う製品について国内及び海外の包括的な戦略を立案

し、事業活動を展開しております。 

したがいまして、当企業グループは、事業部等を基礎とした製品別のセグメントから構成されており、

「軸受機器事業」、「構造機器事業」及び「建築機器事業」の３つを報告セグメントとしております。 

「軸受機器事業」は、オイルレスベアリング等を製造販売しております。「構造機器事業」は、支承、免

震・制振装置等を製造販売しております。「建築機器事業」は、ウィンドーオペレーター、環境機器、住宅

用機器等を製造販売しております。 

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） 

当第２四半期連結会計期間（自平成22年７月１日 至平成22年９月30日） 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであります。 

２．セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去額であります。 

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おります。 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

（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）を適用しております。 

該当事項はありません。 

  （単位：百万円）

  
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 軸受機器 構造機器 建築機器 計 

売上高                 

外部顧客への売上高  16,864  4,174  2,436  23,475  632  24,107  －  24,107

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 9  －  1  11  6  18  △18  －

計  16,873  4,174  2,438  23,486  639  24,125  △18  24,107

セグメント利益  2,410  204  18  2,633  22  2,655  －  2,655

  （単位：百万円）

  
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 軸受機器 構造機器 建築機器 計 

売上高                 

外部顧客への売上高  8,672  2,081  1,240  11,994  303  12,298  －  12,298

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 4  －  1  5  2  7  △7  －

計  8,677  2,081  1,241  12,000  305  12,305  △7  12,298

セグメント利益  1,270  120  12  1,403  1  1,405  －  1,405

（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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（１）受注及び販売の状況 

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） 

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） 

前連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

４．補足情報

  期首受注残高 受注高 売上高 期末受注残高 

  
金額 

（百万円） 

構成比 

（％） 

金額 

（百万円） 

構成比 

（％） 

金額 

（百万円） 

構成比 

（％） 

金額 

（百万円） 

構成比 

（％） 

軸受機器  2,633  29.1  17,255  63.6  16,864  70.0  3,025  25.0

構造機器  5,674  62.7  6,635  24.5  4,174  17.3  8,135  67.3

建築機器  527  5.8  2,548  9.4  2,436  10.1  639  5.3

報告セグメント計  8,835  97.6  26,439  97.4  23,475  97.4  11,800  97.7

その他  217  2.4  695  2.6  632  2.6  280  2.3

合計  9,053  100.0  27,135  100.0  24,107  100.0  12,081  100.0

  期首受注残高 受注高 売上高 期末受注残高 

  
金額 

（百万円） 

構成比 

（％） 

金額 

（百万円） 

構成比 

（％） 

金額 

（百万円） 

構成比 

（％） 

金額 

（百万円） 

構成比 

（％） 

軸受機器  2,077  24.1  12,634  61.9  12,029  59.5  2,682  30.5

構造機器  5,205  60.3  4,704  23.1  4,688  23.2  5,221  59.4

建築機器  998  11.6  2,437  11.9  2,768  13.7  667  7.6

その他  344  4.0  623  3.1  743  3.7  223  2.5

合計  8,625  100.0  20,400  100.0  20,230  100.0  8,795  100.0

  期首受注残高 受注高 売上高 期末受注残高 

  
金額 

（百万円） 

構成比 

（％） 

金額 

（百万円） 

構成比 

（％） 

金額 

（百万円） 

構成比 

（％） 

金額 

（百万円） 

構成比 

（％） 

軸受機器  2,077  24.1  28,017  62.4  27,461  61.7  2,633  29.1

構造機器  5,205  60.3  10,655  23.7  10,186  22.9  5,674  62.7

建築機器  998  11.6  5,098  11.4  5,569  12.5  527  5.8

その他  344  4.0  1,145  2.6  1,272  2.9  217  2.4

合計  8,625  100.0  44,917  100.0  44,490  100.0  9,053  100.0
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（２）所在地別の業績の概況 

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） 

当第２四半期連結会計期間（自平成22年７月１日 至平成22年９月30日） 

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

北 米：アメリカ、カナダ 

欧 州：ドイツ、フランス、チェコ 

アジア：中国、タイ 

  
日本 

（百万円）
北米 

（百万円）
欧州 

（百万円）
アジア 

（百万円）
小計 

（百万円） 

消去又は 
全社 

（百万円） 

連結 
（百万円）

売上高               

外部顧客への売上高  20,301  1,656  739  1,408  24,107  －  24,107

所在地間の内部売上高又は振替
高 

 1,410  12  2  55  1,481  (△1,481)  －

計  21,712  1,669  742  1,464  25,588  (△1,481)  24,107

営業利益又は損失（△）  2,351  △1  25  278  2,655  －  2,655

  
日本 

（百万円）
北米 

（百万円）
欧州 

（百万円）
アジア 

（百万円）
小計 

（百万円） 

消去又は 
全社 

（百万円） 

連結 
（百万円）

売上高               

外部顧客への売上高  10,399  810  355  732  12,298  －  12,298

所在地間の内部売上高又は振替
高 

 699  5  0  26  731  (△731)  －

計  11,098  816  355  758  13,029  (△731)  12,298

営業利益又は損失（△）  1,292  △19  2  129  1,405  －  1,405

オイレス工業(株)（6282）平成23年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

－ 14 －



（３）海外売上高 

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） 

当第２四半期連結会計期間（自平成22年７月１日 至平成22年９月30日） 

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

北 米：アメリカ、カナダ 

欧 州：ドイツ、フランス、チェコ 

アジア：中国、タイ 

その他：上記区分以外 

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ります。 

  北米 欧州 アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  1,588  1,070  2,314  41  5,014

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － －  24,107

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 6.6  4.4  9.6  0.2  20.8

  北米 欧州 アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  844  503  1,166  11  2,526

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － －  12,298

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 6.9  4.1  9.5  0.1  20.5
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