
（百万円未満切捨て） 
１．平成23年６月期第３四半期の連結業績（平成22年３月21日～平成22年12月20日） 

  

  

(2）連結財政状態  

（参考） 自己資本 23年６月期第３四半期 15,098百万円 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 ： 無 

(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 ： 有 

(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。 

  

 

平成23年６月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

  平成23年1月18日
上場会社名 株式会社 ＴＡＩＹＯ 上場取引所 東証二部

コード番号 6252 ＵＲＬ http://www.taiyo-ltd.co.jp/ 

代  表  者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名）河渕 健司     
問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役経営本部長 （氏名）島田 千佳代 ＴＥＬ （06）6340－1110 
四半期報告書提出予定日 平成23年2月2日 配当支払開始予定日 － 

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無 

四半期決算説明会開催の有無    ： 無 

(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３四半期  12,377 29.1 714 －  786 －  427 －

22年３月期第３四半期  9,589  － △655 － △398 －  △312 －

  
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３四半期  8 02 －

22年３月期第３四半期 △5 87 －

  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３四半期 20,340  15,098 74.2       283  32

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  21,200 － 1,220  － 1,310  － 720  －       13  51



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３Ｑ 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３Ｑ 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３Ｑ 53,294,185株 22年３月期３Ｑ 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３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、欧州の財政悪化や長期傾向を呈してきた円高、株安、デフレ

経済の進行などで、下ぶれ懸念材料が多く、先行き不透明な状況が続いておりますが、中国をはじめとする新興国向

けの輸出に支えられて、景気の回復は緩やかに推移してきております。 

このような状況の中、当社グループの業況は、企業全体の設備稼働率が回復してきたことなどで、主要ユーザーで

ある製造業や半導体製造装置、鉄道車両関係を中心に需要が好転してまいりました。 

 この結果、当社グループの当第３四半期連結累計期間の売上高は123億７千７百万円（前年同期比29.1％増）とな

り、収益改善策として原価低減活動や経費削減、生産効率向上策を継続的に取り組んだことで、営業利益は７億１千

４百万円（前年同期は６億５千５百万円の損失）となりました。 

また、一時帰休の実施で雇用調整助成金４千９百万円が計上されたことから、経常利益は７億８千６百万円（前年

同期は３億９千８百万円の損失）となり、第３四半期連結累計期間の四半期純利益は４億２千７百万円（前年同期は

３億１千２百万円の損失）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） 

政府の景気対策や消費刺激策による景気押し上げ効果から、国内の工作機械や一般産業機械をはじめとして、新興

国向けの輸出機械に搭載される油空圧機器や、新幹線等の鉄道車両に搭載される空気圧機器等を中心に受注環境が回

復しました。 

一方、特注油圧機器の需要は、国内製造業や海外の自動車メーカー向け特注シリンダは回復しているものの、製鉄

機械や環境機械メーカーは価格競争力維持のため、新興国などのベストコストカントリーへ生産をシフトする動きを

依然として変えておらず、受注は低迷しております。 

当社の企業メッセージである「Intelligent Motion & Control（知的動作制御）」をキーワードに開発いたしまし

た「圧入管理システム（あつかんサーボ）」は、産・官・学からの引き合いで受注が増加傾向にあります。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は94億２千８百万円(前年同期比12.8％増)となり、営業利益は10億

１千３百万円(前年同期比655.9％増)となりました。 

  

（機械・装置事業） 

国内自動車販売台数が回復してきたものの、国内における自動車設備過剰感は依然変わらない中、海外、特に中国

や韓国、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、太陽光発電等の生産設備について

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、半導体のフラッシュメモリ等の需要回復を受けて、半導体製造装置メーカー向け機械装置の受注も回復し

てきております。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は29億４千９百万円(前年同期比139.4％増)となり、営業利益は４億

３百万円(前年同期は８千７百万円の損失)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145億８千１百万円と前連結会計年度比14億８千６百万円増加しておりますが、これは主として現金及

び預金の増加10億６千３百万円によるものであります。 

  （固定資産） 

 固定資産は57億５千９百万円と前連結会計年度比４億８千２百万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２億３千３百万円、繰延税金資産の減少２億５百万円によるものであります。 

  （負債） 

 負債は52億４千１百万円と前連結会計年度比６億５千１百万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７億３千１百万円によるものであります。 

  （純資産） 

 純資産は150億９千８百万円と前連結会計年度比３億５千２百万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３億７千４百万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  

 当第３四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、11億６千万円増加し、50億４千９百万円となりました。 

 （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７億４千７百万円、税金等調整前四半期純利益７

億２千６百万円等により、12億６千１百万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３億８千１百万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２億８千４百万円、有形固定資産の取得による支出８千６百万円等により、７百

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、主として配当金の支払額による支出５千３百万円等により、５千万円の資

金の減少となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 特に外需の回復傾向は持続してきており、製造業の受注や設備投資も緩やかながら回復してきておりますが、現状

の円高等が長引けば、製造メーカーの輸出物件を中心に影響が顕著に出てくるものと思われます。 

油空圧機器事業の受注環境につきましては、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に、平成

23年前半は緩やかな受注増を予測しております。 

機械・装置事業は、海外、特に中国や韓国、北米の自動車メーカー向け設備の受注に対応せざるを得なくなって

おり、昨今の円高は厳しい受注環境となっております。 

一方、半導体製造装置は、平成23年前半は昨年と横ばいと見ており、第３四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、平成23年後半はまだ不透明の状態です。 

また、長期的な円高傾向や世界的な資源高など、先行き懸念材料があるものの、受注が回復傾向にあることで、

現在一部の部門で、減産に対応するため取得している一時帰休は、平成23年３月度までの予定としております。ま

た、直間人員比率の見直しを行い、人材の適正配置を図ってまいります。 

なお、平成22年７月20日に発表いたしました平成23年６月期に係る業績予測の見直しを平成23年１月18日付で開

示しております。詳細につきましては、当該開示文書をご参照ください。 

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から、当第３四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３四半期連結累計期間の売上高は134,392千円増加し、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 7,290千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３四半期連結会計期間末
(平成22年12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 5,934,112 4,870,773

受取手形及び売掛金 5,709,334 5,106,951

商品及び製品 364,883 262,022

仕掛品 1,241,985 1,503,365

原材料及び貯蔵品 944,147 893,420

繰延税金資産 313,654 354,424

その他 85,680 117,721

貸倒引当金 △12,188 △13,534

流動資産合計 14,581,609 13,095,144

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,198,280 1,267,098

機械装置及び運搬具（純額） 748,639 890,623

土地 2,801,282 2,810,555

その他（純額） 115,785 129,591

有形固定資産合計 4,863,987 5,097,869

無形固定資産   

無形固定資産合計 151,878 178,063

投資その他の資産   

投資有価証券 173,196 169,005

長期貸付金 58,839 56,374

繰延税金資産 426,531 631,602

破産更生債権等 3,348 6,314

その他 84,758 108,932

貸倒引当金 △3,407 △6,370

投資その他の資産合計 743,266 965,857

固定資産合計 5,759,132 6,241,791

資産合計 20,340,742 19,336,935
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12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 2,875,387 2,144,155

短期借入金 5,999 －

未払金 399,306 566,206

未払法人税等 37,107 19,512

賞与引当金 233,758 240,896

受注損失引当金 9,312 900

その他 443,828 348,912

流動負債合計 4,004,700 3,320,583

固定負債   

退職給付引当金 983,117 986,386

役員退職慰労引当金 66,020 87,936

負ののれん 115,240 120,787

その他 72,723 74,885

固定負債合計 1,237,101 1,269,995

負債合計 5,241,801 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 8,113,454 7,739,264

自己株式 △375 △272

株主資本合計 15,183,199 14,809,111

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 19,085 20,074

為替換算調整勘定 △103,344 △82,830

評価・換算差額等合計 △84,258 △62,755

純資産合計 15,098,940 14,746,355

負債純資産合計 20,340,742 19,336,935
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成21年12月20日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月21日 
 至 平成22年12月20日) 

売上高 9,589,056 12,377,948

売上原価 7,761,236 9,168,864

売上総利益 1,827,820 3,209,084

販売費及び一般管理費 2,483,435 2,494,483

営業利益又は営業損失（△） △655,615 714,600

営業外収益   

受取利息 2,736 5,266

受取配当金 1,797 1,329

受取賃貸料 24,654 24,720

負ののれん償却額 5,546 5,546

持分法による投資利益 6,102 2,385

仕入割引 1,099 2,268

助成金収入 238,299 49,932

デリバティブ評価益 4,695 7,698

その他 13,129 46,270

営業外収益合計 298,062 145,419

営業外費用   

支払利息 47 251

売上割引 10,401 8,888

不動産賃貸原価 9,499 9,857

為替差損 11,081 41,719

訴訟関連費用 5,000 －

その他 5,162 12,999

営業外費用合計 41,192 73,715

経常利益又は経常損失（△） △398,745 786,304

特別利益   

固定資産売却益 2,134 153

貸倒引当金戻入額 8,231 2,174

特別利益合計 10,365 2,328

特別損失   

固定資産除売却損 10,777 10,032

退職特別加算金 45,175 51,652

事業構造改善費用 21,076 －

特別損失合計 77,029 61,685

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（△）

△465,409 726,946

法人税、住民税及び事業税 40,173 54,987

法人税等調整額 △192,939 244,475

法人税等合計 △152,765 299,463

四半期純利益又は四半期純損失（△） △312,644 427,483
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年９月21日 
 至 平成21年12月20日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年９月21日 
 至 平成22年12月20日) 

売上高 2,983,272 4,017,275

売上原価 2,400,664 2,941,692

売上総利益 582,608 1,075,583

販売費及び一般管理費 768,743 833,684

営業利益又は営業損失（△） △186,135 241,899

営業外収益   

受取利息 802 1,473

受取配当金 74 137

受取賃貸料 8,034 8,975

負ののれん償却額 1,848 1,848

持分法による投資利益 3,444 1,089

仕入割引 370 834

助成金収入 69,029 5,970

デリバティブ評価益 － 3,375

その他 6,747 17,556

営業外収益合計 90,353 41,261

営業外費用   

支払利息 － 153

売上割引 3,744 2,865

不動産賃貸原価 3,045 2,902

為替差損 18,271 4,369

デリバティブ評価損 1,944 －

その他 － 7,525

営業外費用合計 27,006 17,816

経常利益又は経常損失（△） △122,787 265,344

特別利益   

固定資産売却益 607 1

貸倒引当金戻入額 452 347

特別利益合計 1,060 349

特別損失   

固定資産除売却損 2,472 816

退職特別加算金 2,180 10,873

事業構造改善費用 21,076 －

特別損失合計 25,729 11,690

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（△）

△147,456 254,003

法人税、住民税及び事業税 21,616 28,100

法人税等調整額 △64,146 72,995

法人税等合計 △42,530 101,095

四半期純利益又は四半期純損失（△） △104,925 152,907
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成21年12月20日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月21日 
 至 平成22年12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（△）

△465,409 726,946

減価償却費 361,754 326,103

負ののれん償却額 △5,546 △5,546

賞与引当金の増減額（△は減少） △148,045 △6,749

受注損失引当金の増減額（△は減少） 12,011 8,412

退職給付引当金の増減額（△は減少） 42,373 △3,268

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △42,185 △21,916

受取利息及び受取配当金 △4,534 △6,596

支払利息 47 251

為替差損益（△は益） 18,102 24,760

固定資産除売却損益（△は益） 8,642 9,879

売上債権の増減額（△は増加） 3,216,851 △610,418

たな卸資産の増減額（△は増加） 702,077 99,520

仕入債務の増減額（△は減少） △1,290,669 747,797

未払金の増減額（△は減少） △135,494 △147,717

その他 △53,732 113,731

小計 2,216,242 1,255,189

利息及び配当金の受取額 4,614 6,966

利息の支払額 △393 △251

法人税等の支払額 △115,705 △35,604

法人税等の還付額 － 35,610

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,104,758 1,261,911

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 △202,794 △284,434

定期預金の払戻による収入 100,000 381,660

有形固定資産の取得による支出 △101,805 △86,594

有形固定資産の売却による収入 6,496 7,303

長期貸付けによる支出 △6,379 －

その他 △21,839 △25,834

投資活動によるキャッシュ・フロー △226,322 △7,900

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） － 6,160

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 △53,293

その他 △3,251 △3,407

財務活動によるキャッシュ・フロー △151,545 △50,642

現金及び現金同等物に係る換算差額 △19,553 △42,803

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,707,336 1,160,564

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 3,730,018 5,049,953
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 該当事項はありません。   

  

前第３四半期連結累計期間（自平成21年３月21日 至平成21年12月20日） 

  

当第３四半期連結累計期間（自平成22年３月21日 至平成22年12月20日） 

   (注)「工事契約に関する会計基準」適用に伴う影響額は以下のとおりです。 

機械装置事業の当第３四半期連結累計期間の売上高は134,392千円増加し、営業利益は7,290千円増加しておりま

す。  

  

    前第３四半期連結累計期間（自平成21年３月21日 至平成21年12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３四半期連結累計期間（自平成22年３月21日 至平成22年12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３四半期連結累計期間（自平成21年３月21日 至平成21年12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３四半期連結累計期間（自平成22年３月21日 至平成22年12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。 

  

（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  8,357,420  1,231,636  9,589,056         -  9,589,056

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 23,350  21,960  45,310  △45,310       - 

計  8,380,770  1,253,597  9,634,367  △45,310  9,589,056

営業利益(損失は△)  134,032  △87,730  46,301  △701,916  △655,615

  
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  9,428,878  2,949,070  12,377,948         -  12,377,948

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 45,777  338  46,115  △46,115       - 

計  9,474,655  2,949,408  12,424,063  △46,115  12,377,948

営業利益(損失は△)  1,013,139  403,911  1,417,050  △702,449  714,600

（所在地別セグメント情報）

（海外売上高）

Ⅰ 海外売上高（千円） 1,476,814 

Ⅱ 連結売上高（千円） 12,377,948 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 11.9 
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該当事項はありません。   

  

(生産、受注及び販売の状況) 

(１)生産実績 

    第３四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３四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３四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。  

  

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

４．補足情報

事業の種類別セグメントの名称 

前第３四半期連結累計期間
（自 平成21年３月21日 
  至 平成21年12月20日） 

当第３四半期連結累計期間
（自 平成22年３月21日 
  至 平成22年12月20日） 

金額（千円） 金額（千円） 

油空圧機器事業 7,595,451  9,457,172  

機械・装置事業 1,222,186  2,775,706  

合計 8,817,638  12,232,878  

種類別セグメントの名称

前第３四半期連結累計期間
（自 平成21年３月21日 
  至 平成21年12月20日） 

当第３四半期連結累計期間
（自 平成22年３月21日 
  至 平成22年12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 7,483,281 1,881,857 9,903,681 2,058,314

機械・装置事業 976,525 1,078,662 2,693,829 1,012,392

合計 8,459,807 2,960,519 12,597,511 3,070,707

事業の種類別セグメントの名称 

前第３四半期連結累計期間
（自 平成21年３月21日 
  至 平成21年12月20日） 

当第３四半期連結累計期間
（自 平成22年３月21日 
  至 平成22年12月20日） 

金額（千円） 金額（千円） 

油空圧機器事業 8,357,420  9,428,878  

機械・装置事業                      1,231,636                      2,949,070 

合計 9,589,056  12,377,948  

10

㈱ＴＡＩＹＯ(6252)　平成23年6月期　第3四半期決算短信




