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(注) 当四半期における配当予想の修正有無 ： 無 

  

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 平成22年10月１日付けで普通株式１株につき普通株式1,000株の割合で株式分割を行なっております。 

  

 

 
(注) 当四半期における業績予想の修正有無 ： 無 
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(百万円未満切捨て)

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）

 (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 7,557 118.9 391 ― 290 ― 328 ―

22年３月期第２四半期 3,452 △55.7 △81 ― △154 ― △83 ―

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 10,35409 ―

22年３月期第２四半期 △4,82364 ―

 (2) 連結財政状態

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 16,135 4,601 28.5 144,87577

22年３月期 14,393 4,289 29.8 135,06910

(参考) 自己資本 23年３月期第２四半期 4,600百万円  22年３月期 4,288百万円

2. 配当の状況

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 ― 000 ― 000 000

23年３月期 ― 000

23年３月期(予想) ― 500 500

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、通期は対前期増減率)

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 12,700 35.7 390 ― 270 ― 250 ― 7,87302



 

  

 
(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。 

 
(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。 

 
(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） 

 
  

  

・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、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は終了していませ

ん。 

  

・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、四半

期決算短信（添付資料）２ページ「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】P.３「その他」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

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期２Ｑ 31,758株 22年３月期 31,754株

② 期末自己株式数 23年３月期２Ｑ ― 株 22年３月期 ― 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期２Ｑ 31,757株 22年３月期２Ｑ 17,302株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新興国による需要の増加、景気対策効果等によ

り、緩やかな回復基調をたどりましたが、急激な円高、デフレの進行、厳しい雇用情勢等、依然として

先行き不透明な状況のもと推移いたしました。 

このような状況のもと、当社グループのセグメントは以下の状況となりました。 

射出成形機関連事業につきましては、国内向けでは政府のエコカー減税や補助金の効果から自動車業

界の受注が伸び、売上も順調に推移いたしました。海外向けにおきましてはアジア地区、韓国、台湾で

ＬＥＤ部品関係及び電子精密部品業界等の受注及び売上が伸び、前年同期比増となりました。 

モーション関連事業につきましては、液晶製造関連業界の検査装置、製造装置向け等の精密ステージ

の受注が順調で、モータ等の売上も堅調に推移いたしました。しかし、精密ステージは競合先との販売

競争の激化により原価率が悪化いたしました。 

食品機械関連事業につきましては、競合他社との販売競争が続いているものの大手食品メーカーから

の製麺プラントの受注は順調に推移いたしました。 

その結果、当第２四半期連結累計期間につきましては、売上高は7,557百万円、営業利益391百万円、

経常利益290百万円、四半期純利益328百万円となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末の総資産は16,135百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,742百万円

増加いたしました。 

その主な内容は、受取手形及び売掛金の増加1,139百万円、たな卸資産の増加1,041百万円によるもので

す。また負債の部は11,533百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,430百万円増加しております。そ

の主な内容は支払手形及び買掛金の増加1,739百万円、未払法人税等の増加49百万円によるものです。 

 純資産の部は4,601百万円となり、前連結会計年度末に比べ312百万円増加しております。 

その主な内容は、利益剰余金の増加328百万円によるものです。 

  

平成23年３月期の業績予想につきましては、平成22年５月14日に公表いたしました「平成22年３月期

決算短信」をご参照ください。 

 また、本日、別途「平成23年３月期第２四半期累計期間（連結・個別）業績予想との差異に関するお

知らせ」を公表しております。 

 なお、上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実

際は今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

  

  

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(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

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

  

１ 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第2四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化が

ないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しておりま

す。  

２ 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。 

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の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定

する方法によっております。  

  

  

１ 資産除去債務に関する会計基準等の適用 

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、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益は、それぞれ438千円、税金等調

整前四半期純利益は、7,889千円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除

去債務の変動額は14,438千円であります。 
  

２ 表示方法の変更 

1.「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)の適用に伴い、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」の科目で表示しております。 

２.前第２四半期連結会計期間において、営業外費用の「その他」に含めていた「為替差損」

は、営業外費用総額の100分の20を超えたため、当第２四半期会計期間では区分掲記することとし

ております。なお、前第２四半期連結会計期間の営業外費用の「その他」に含まれる「為替差損」

は、11,837千円であります。  

  

  

該当事項はありません。 

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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 2,214,989 2,362,498

受取手形及び売掛金 4,948,577 3,809,149

製品 720,204 343,102

仕掛品 1,341,336 1,042,185

原材料 1,353,764 988,067

その他 416,086 359,220

貸倒引当金 △9,707 △6,743

流動資産合計 10,985,249 8,897,480

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,696,781 1,745,287

機械装置及び運搬具（純額） 679,427 573,426

土地 1,433,672 1,433,672

その他（純額） 424,696 449,528

有形固定資産合計 4,234,578 4,201,915

無形固定資産

のれん 743,282 664,188

その他 58,819 66,101

無形固定資産合計 802,101 730,290

投資その他の資産

その他 155,819 611,880

貸倒引当金 △42,259 △48,537

投資その他の資産合計 113,559 563,342

固定資産合計 5,150,239 5,495,548

資産合計 16,135,489 14,393,028

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,055,071 3,315,207

短期借入金 2,580,523 2,641,880

未払法人税等 77,703 28,152

賞与引当金 101,390 96,742

製品保証引当金 99,076 82,100

その他 747,461 649,600

流動負債合計 8,661,226 6,813,682
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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)

固定負債

社債 65,000 72,000

長期借入金 2,018,510 2,406,615

役員退職慰労引当金 4,455 －

退職給付引当金 272,289 256,533

債務保証損失引当金 32,186 48,380

資産除去債務 14,555 －

その他 465,487 506,271

固定負債合計 2,872,485 3,289,800

負債合計 11,533,711 10,103,483

純資産の部

株主資本

資本金 2,873,888 2,873,608

資本剰余金 1,298,868 1,298,587

利益剰余金 456,507 127,690

株主資本合計 4,629,264 4,299,886

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △3,170 △696

為替換算調整勘定 △25,129 △10,206

評価・換算差額等合計 △28,299 △10,902

新株予約権 － 560

少数株主持分 812 －

純資産合計 4,601,777 4,289,544

負債純資産合計 16,135,489 14,393,028
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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 3,452,340 7,557,594

売上原価 2,882,173 6,073,995

売上総利益 570,167 1,483,599

販売費及び一般管理費 652,046 1,092,082

営業利益又は営業損失（△） △81,878 391,517

営業外収益

受取利息及び配当金 385 1,163

デリバティブ評価益 － 15,253

固定資産賃貸料 9,872 7,185

補助金収入 31,622 －

その他 16,314 21,799

営業外収益合計 58,196 45,401

営業外費用

支払利息 50,195 50,925

持分法による投資損失 839 －

株式交付費 54,577 －

為替差損 － 84,400

固定資産賃貸費用 8,860 7,680

その他 15,877 3,431

営業外費用合計 130,351 146,437

経常利益又は経常損失（△） △154,034 290,480

特別利益

固定資産売却益 27 8,125

投資有価証券売却益 － 19,691

関係会社株式売却益 74,188 －

債務保証損失引当金戻入額 19,904 16,193

貸倒引当金戻入額 4,697 2,751

特別利益合計 98,818 46,763

特別損失

固定資産売却損 2,277 －

固定資産除却損 7 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 7,451

本社移転費用引当金繰入額 23,138 －

本社移転費用 － 2,408

特別損失合計 25,423 9,859

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（△）

△80,639 327,384

法人税、住民税及び事業税 8,430 14,344

過年度法人税等 － 44,000

法人税等調整額 △5,612 △56,623

法人税等合計 2,818 1,720

少数株主損益調整前四半期純利益 － 325,663

少数株主損失（△） － △3,153

四半期純利益又は四半期純損失（△） △83,457 328,817
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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 1,883,975 4,154,521

売上原価 1,496,616 3,258,943

売上総利益 387,358 895,578

販売費及び一般管理費 334,921 568,977

営業利益 52,437 326,600

営業外収益

受取利息及び配当金 218 731

デリバティブ評価益 － 7,381

固定資産賃貸料 4,736 3,592

補助金収入 14,315 －

受取補償金 － 5,064

その他 12,026 3,740

営業外収益合計 31,296 20,509

営業外費用

支払利息 22,595 25,044

株式交付費 54,577 －

為替差損 － 58,933

固定資産賃貸費用 4,346 3,840

その他 14,327 745

営業外費用合計 95,847 88,564

経常利益又は経常損失（△） △12,113 258,545

特別利益

固定資産売却益 － 3,112

債務保証損失引当金戻入額 16,469 7,806

貸倒引当金戻入額 3,368 －

特別利益合計 19,837 10,918

特別損失

固定資産売却損 2,277 －

固定資産除却損 7 －

本社移転費用引当金繰入額 23,138 －

本社移転費用 － 2,408

特別損失合計 25,423 2,408

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（△）

△17,698 267,056

法人税、住民税及び事業税 5,118 9,635

過年度法人税等 － 44,000

法人税等調整額 △5,031 △59,653

法人税等合計 87 △6,017

少数株主損益調整前四半期純利益 － 273,073

少数株主損失（△） － △1,320

四半期純利益又は四半期純損失（△） △17,786 274,394
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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（△）

△80,639 327,384

減価償却費 189,643 198,980

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 7,451

のれん償却額 － 57,987

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,697 △3,309

受取利息及び受取配当金 △385 △1,163

支払利息 50,195 50,925

有形固定資産売却損益（△は益） 2,250 △8,125

有形固定資産除却損 7 1,091

関係会社株式売却損益（△は益） △74,188 －

投資有価証券売却損益（△は益） － △19,691

売上債権の増減額（△は増加） 687,901 △1,139,787

たな卸資産の増減額（△は増加） 562,172 △1,053,113

仕入債務の増減額（△は減少） △426,305 1,727,651

持分法による投資損益（△は益） 839 －

前受金の増減額（△は減少） △21,494 △19,994

その他 △36,988 235,603

小計 848,310 361,889

利息及び配当金の受取額 398 1,171

利息の支払額 △49,839 △51,403

法人税等の還付額 79,646 －

法人税等の支払額 △9,672 △11,493

営業活動によるキャッシュ・フロー 868,842 300,163

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 △200,000 －

定期預金の払戻による収入 200,000 －

有形固定資産の取得による支出 △67,935 △99,465

有形固定資産の売却による収入 5,742 31,373

無形固定資産の取得による支出 △305 △224

投資有価証券の取得による支出 △1,472 △1,274

投資有価証券の売却による収入 － 23,612

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る支出

△1,808 －

その他 37,756 △657

投資活動によるキャッシュ・フロー △28,022 △46,636
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（単位：千円）

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

短期借入れによる収入 14,065 －

短期借入金の返済による支出 △289,081 －

長期借入れによる収入 675,016 200,000

長期借入金の返済による支出 △895,172 △649,462

社債の償還による支出 △7,000 △7,000

株式の発行による収入 1,230,300 0

リース債務の返済による支出 △55,841 △74,115

長期未払金の返済による支出 △39,549 △36,772

配当金の支払額 △1,048 △27

財務活動によるキャッシュ・フロー 631,688 △567,376

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,363 △10,557

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,474,871 △324,408

現金及び現金同等物の期首残高 1,981,973 2,362,498

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 176,898

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,456,845 2,214,989
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該当事項はありません。 

  

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) 

 
(注) 1. 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

2. 各区分の主な製品 

(1)射出成形機関連事業 … 射出成形機等 

(2)特機関連事業    … 精密ステージ等 

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費用（119,431千円）の主なものは、親会社本社の総

務部門等に係る費用であります。 

4. 追加情報 

 (リース取引に関する会計基準の適用） 

  前連結会計年度より「リース取引に関する会計基準」を適用しております。  

  

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. 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

2. 各区分の主な製品 

(1)射出成形機関連事業 … 射出成形機等 

(2)特機関連事業    … 精密ステージ等 

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費用（227,845千円）の主なものは、親会社本社の総

務部門等に係る費用であります。 

4. 追加情報 

 (リース取引に関する会計基準の適用） 

    前連結会計年度より「リース取引に関する会計基準」を適用しております。  

 この変更に伴い従来の方法によった場合に比べ、射出成形機関連事業の営業利益は7,793千円増加、特機関

連事業の営業利益は3千円増加、消去又は全社の営業損失は149千円減少しております。  

  

(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】

射出成形機  
関連事業  
(千円)

特機関連事業  
(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

1,858,515 25,459 1,883,975― 1,883,975

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 1,858,515 25,459 1,883,975― 1,883,975

営業利益又は営業損失(△) 182,330△ 10,461 171,868(119,431)52,437

 射出成形機
関連事業 
(千円)

 特機関連事業 
(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

3,062,495 389,845 3,452,340― 3,452,340

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 3,062,495 389,845 3,452,340― 3,452,340

営業利益又は営業損失(△) 134,381 11,584 145,966(227,845)△81,878
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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)及び前第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) 

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えるため、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) 

 
(注) 1. 国または地域は、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 

(1) 北・南米地域… アメリカ、メキシコ 
(2) アジア地域 … 中国、台湾、香港、韓国、タイ、シンガポール 

3. 海外売上高は、当社及び連結子会社の国又は地域における売上高であります。 

  

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. 国または地域は、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 

(1) 北・南米地域… アメリカ、メキシコ 
(2) アジア地域 … 中国、台湾、香港、韓国、タイ、シンガポール 

3. 海外売上高は、当社及び連結子会社の国又は地域における売上高であります。 

  

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

北・南米地域 アジア地域 計

Ⅰ  海外売上高(千円) 57,164 1,041,880 1,099,044

Ⅱ  連結売上高(千円) ― ― 1,883,975

Ⅲ  連結売上高に占める 
    海外売上高の割合(％)

3.0 55.3 58.3

北・南米地域 アジア地域 計

Ⅰ  海外売上高(千円) 137,590 1,778,372 1,915,962

Ⅱ  連結売上高(千円) ― ― 3,452,340

Ⅲ  連結売上高に占める 
    海外売上高の割合(％)

4.0 51.5 55.5
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(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。 

  

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りま

す。 

当社は、本社に製品・サービス別の事業本部を置き、各事業本部は取り扱う製品・サービスについて国

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。 

従って、当社は事業本部を基礎とした製品・サービス別セグメントから構成されており、「射出成形機

関連事業」、「モーション関連事業」及び「食品機械関連事業」の３つを報告セグメントとしておりま

す。 

「射出成形機関連事業」は、射出成形機等の製造販売をしております。「モーション関連事業」は、リ

ニアモータ・精密ステージ等の製造販売をしております。「食品機械関連事業」は、食品機械等の製造販

売をしております。 

  

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) 

 
(注) １  セグメント利益の調整額254,753千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用254,753千円が含ま

れております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

２  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。 

  

【セグメント情報】

(単位：千円)

報告セグメント
調整額 
(注)１

四半期連 
結損益計 
算書計上 
額(注)２

射出成形機
関連事業

モーション
関連事業

食品機械関
連事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 5,149,533 961,921 1,446,138 7,557,594 ― 7,557,594

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 5,149,533961,9211,446,1387,557,594 ― 7,557,594

セグメント利益又は損

失（△）
582,682△ 65,390128,978646,270△ 254,753391,517
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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  セグメント利益の調整額125,538千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用125,538千円が含ま

れております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

２  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。 

  

該当事項はありません。 

(単位：千円)

報告セグメント
調整額 
(注)１

四半期連 
結損益計 
算書計上 
額(注)２

射出成形機
関連事業

モーション
関連事業

食品機械関
連事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 2,900,302 561,203 693,015 4,154,521 ― 4,154,521

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 2,900,302561,203693,0154,154,521 ― 4,154,521

セグメント利益又は損

失（△）
381,256△ 31,341102,223452,138△ 125,538326,600

(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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