
（百万円未満切捨て） 
１．平成23年６月期第４四半期の連結業績（平成22年３月21日～平成23年３月20日） 

  

(注）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。 

  

(2）連結財政状態  

（参考） 自己資本 23年６月期第４四半期 15,212百万円 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 ： 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４四半期 16,806  － 1,046 － 1,113 － 552 －

22年３月期  13,203  △38.2 △774 － △447 －  △784 －

  
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４四半期 10  36 －

22年３月期 △14 72 －

  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４四半期 20,968  15,212 72.5            285    44

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４Ｑ 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４Ｑ 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４Ｑ 53,294,060株 22年３月期 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４四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、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、景気は緩やかに持ち直してきました。 

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好

転してきたことで、需要が回復してまいりました。 

この結果、当社グループの当第４四半期連結累計期間の売上高は168億６百万円（前年同期比27.３％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10億４千６百

万円（前年同期は７億７千４百万円の損失）となり、経常利益は11億１千３百万円（前年同期は４億４千７百万円の

損失）となりました。この中には、一時帰休の実施で雇用調整助成金５千３百万円が計上されておりますが、３月度

をもって一時帰休の取得は終了しました。またこの度の東日本大震災の影響により、関連修繕費用等１億２千７百万

円を特別損失として計上した結果、第４四半期連結累計期間の四半期純利益は５億５千２百万円（前年同期は７億８

千４百万円の損失）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、ロボットメーカーへの電動グリ

ッパ等を中心に受注が回復しました。 

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・学からの引き合い及びリピート採用により受注が増加傾向

にあります。 

一方、特注油圧機器の需要の中心であった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。 

この結果、当第４四半期連結累計期間の売上高は127億９千４百万円(前年同期比14.６％増)となり、営業利益は14

億２千２百万円(前年同期比524.１％増)となりました。  

（機械・装置事業） 

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の新規引き合いは依然として低迷した状態であり

ますが、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は回復基調にあります。この中で、中国で

の現地生産ならびに保守への対応力強化、および為替変動による収益変動を緩和するため、自動車製造設備機械装置

の子会社を平成23年６月、中国 天津市に設立する予定です。詳細につきましては、平成23年３月８日付け開示文書

をご参照下さい。 

また 近、エネルギー関連業界から装置の引き合いが増加してきていることから、これらを新たな取り組みとして

考えています。 

一方で、高機能携帯端末等の普及により半導体市況が活発になりフラッシュメモリ等の需要が回復した影響によ

り、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４四半期連結累計期間の売上高は40億１千２百万円(前年同期比96.９％増)となり、営業利益は５億

２千７百万円（前年同期は１億７百万円の損失）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152億９千６百万円と前連結会計年度比22億１百万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12億９千９百万円、受取手形及び売掛金の増加11億５千３百万円によるものであります。 

  （固定資産） 

 固定資産は56億７千２百万円と前連結会計年度比５億６千９百万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３億１千１百万円、繰延税金資産の減少１億９千万円によるものであります。 

  （負債） 

 負債は57億５千６百万円と前連結会計年度比11億６千５百万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８億７千３百万円によるものであります。 

  （純資産） 

 純資産は152億１千２百万円と前連結会計年度比４億６千５百万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４億９千８百万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４四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、13億９千５百万円増加し、52億８千４百万円となりました。 

 （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８億９千２百万円、税金等調整前四半期純利益９

億２千４百万円等により、15億４千２百万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10億７千６百万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９億８千万円、有形固定資産の取得による支出１億３百万円等により、３千１百

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、５千７百万円

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 

下ぶれ懸念材料が多く、先行き不透明な部分もありますが、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、特に外需を中心に、企業の設備投資が活発になってきました。 

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、今年中

は緩やかな受注増を予測しております。 

機械・装置事業は、中国の日系自動車メーカーや韓国系自動車メーカー等向けに、中国での現地生産ならびに保守

への対応力強化のために設立する予定の自動車製造設備の子会社にて、製造を展開していきます。 

また、半導体製造装置は、需要が堅調となり平成23年末までは増加傾向で推移すると予測しております。 

平成23年６月期の業績予想につきましては、平成23年１月18日の「平成23年６月期第３四半期決算短信」において

公表いたしました業績予想から変更はありません。 

なお、東日本大震災の影響につきましては、当社グループ従業員への人的な被害はなく、茨城県下妻市に所在する

筑波工場が設備等の損傷を受けましたが、現在ほぼ１００％復旧しております。詳細につきましては、当社ホームペ

ージにおいて公開しております。現時点で損傷を受けた設備等の補修のため、工場修繕費として引当を行っておりま

す。また債権の回収にも大きな懸念はありません。 

この震災による業績への影響につきましては、現在のところ不透明であり、今後の状況を注視してまいります。当

期業績への影響が見込まれる場合には、開示基準に従って速やかに開示いたします。  

  

（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４四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４四半期連結累計期間の売上高は４億４千３百万円増加し、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 ５千８百万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４四半期連結会計期間末
(平成23年３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 6,169,860 4,870,773

受取手形及び売掛金 6,260,337 5,106,951

商品及び製品 257,565 262,022

仕掛品 1,182,519 1,503,365

原材料及び貯蔵品 986,022 893,420

繰延税金資産 402,940 354,424

その他 44,765 117,721

貸倒引当金 △7,542 △13,534

流動資産合計 15,296,467 13,095,144

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,167,955 1,267,098

機械装置及び運搬具（純額） 704,465 890,623

土地 2,801,282 2,810,555

その他（純額） 112,565 129,591

有形固定資産合計 4,786,269 5,097,869

無形固定資産   

無形固定資産合計 145,677 178,063

投資その他の資産   

投資有価証券 162,724 169,005

長期貸付金 58,937 56,374

繰延税金資産 441,544 631,602

破産更生債権等 5,271 6,314

その他 77,018 108,932

貸倒引当金 △5,330 △6,370

投資その他の資産合計 740,166 965,857

固定資産合計 5,672,113 6,241,791

資産合計 20,968,581 19,336,935
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（単位：千円）

当第４四半期連結会計期間末
(平成23年３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 3,017,198 2,144,155

未払金 343,197 566,206

未払法人税等 193,940 19,512

賞与引当金 412,266 240,896

受注損失引当金 10,197 900

災害損失引当金 101,500 －

その他 438,383 348,912

流動負債合計 4,516,684 3,320,583

固定負債   

退職給付引当金 984,293 986,386

役員退職慰労引当金 69,875 87,936

負ののれん 113,391 120,787

その他 72,172 74,885

固定負債合計 1,239,733 1,269,995

負債合計 5,756,417 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 8,238,218 7,739,264

自己株式 △375 △272

株主資本合計 15,307,962 14,809,111

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 14,921 20,074

為替換算調整勘定 △110,720 △82,830

評価・換算差額等合計 △95,798 △62,755

純資産合計 15,212,163 14,746,355

負債純資産合計 20,968,581 19,336,935
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（２）四半期連結損益計算書 
（第４四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第４四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月21日 
 至 平成23年３月20日) 

売上高 16,806,971

売上原価 12,423,658

売上総利益 4,383,312

販売費及び一般管理費 3,337,252

営業利益 1,046,060

営業外収益  

受取利息 6,236

受取配当金 1,699

受取賃貸料 32,591

負ののれん償却額 7,395

持分法による投資利益 666

仕入割引 2,814

助成金収入 53,588

デリバティブ評価益 10,681

その他 54,297

営業外収益合計 169,971

営業外費用  

支払利息 284

売上割引 11,934

不動産賃貸原価 13,226

為替差損 60,946

その他 15,892

営業外費用合計 102,284

経常利益 1,113,747

特別利益  

固定資産売却益 153

貸倒引当金戻入額 5,654

特別利益合計 5,807

特別損失  

固定資産除売却損 12,808

災害による損失 127,848

退職特別加算金 54,696

特別損失合計 195,353

税金等調整前四半期純利益 924,201

法人税、住民税及び事業税 229,633

法人税等調整額 142,320

法人税等合計 371,953

四半期純利益 552,247

6

㈱ＴＡＩＹＯ(6252)　平成23年6月期　第4四半期決算短信



（第４四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第４四半期連結会計期間 
(自 平成22年12月21日 
 至 平成23年３月20日) 

売上高 4,429,022

売上原価 3,254,794

売上総利益 1,174,228

販売費及び一般管理費 842,768

営業利益 331,459

営業外収益  

受取利息 969

受取配当金 370

受取賃貸料 7,870

負ののれん償却額 1,848

仕入割引 545

助成金収入 3,655

デリバティブ評価益 2,983

その他 8,027

営業外収益合計 26,270

営業外費用  

支払利息 33

売上割引 3,045

不動産賃貸原価 3,368

為替差損 19,226

持分法による投資損失 1,719

その他 2,892

営業外費用合計 30,287

経常利益 327,443

特別利益  

貸倒引当金戻入額 3,479

特別利益合計 3,479

特別損失  

固定資産除売却損 2,775

災害による損失 127,848

退職特別加算金 3,043

特別損失合計 133,668

税金等調整前四半期純利益 197,254

法人税、住民税及び事業税 174,646

法人税等調整額 △102,155

法人税等合計 72,490

四半期純利益 124,763

7

㈱ＴＡＩＹＯ(6252)　平成23年6月期　第4四半期決算短信



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第４四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月21日 
 至 平成23年３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 924,201

減価償却費 434,856

負ののれん償却額 △7,395

賞与引当金の増減額（△は減少） 171,723

災害損失引当金の増減額(△は減少) 101,500

受注損失引当金の増減額（△は減少） 9,296

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,092

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △18,061

受取利息及び受取配当金 △7,936

支払利息 284

為替差損益（△は益） 34,671

固定資産除売却損益（△は益） 12,654

売上債権の増減額（△は増加） △1,164,422

たな卸資産の増減額（△は増加） 222,939

仕入債務の増減額（△は減少） 892,458

未払金の増減額（△は減少） △206,992

その他 162,419

小計 1,560,105

利息及び配当金の受取額 8,306

利息の支払額 △284

法人税等の支払額 △61,750

法人税等の還付額 35,688

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,542,065

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 △980,337

定期預金の払戻による収入 1,076,660

有形固定資産の取得による支出 △103,803

有形固定資産の売却による収入 7,306

その他 △30,889

投資活動によるキャッシュ・フロー △31,065

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △102

配当金の支払額 △53,293

その他 △4,600

財務活動によるキャッシュ・フロー △57,996

現金及び現金同等物に係る換算差額 △57,594

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,395,409

現金及び現金同等物の期首残高 3,889,389

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,284,798
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 該当事項はありません。   

  

    当第４四半期連結累計期間（自平成22年３月21日 至平成23年３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４四半期連結累計期間の売上高は４億４千３百万円増加し、営業利益は５千８百万円増加して

おります。  

  

    当第４四半期連結累計期間（自平成22年３月21日 至平成23年３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４四半期連結累計期間（自平成22年３月21日 至平成23年３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

  
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  12,794,029  4,012,942  16,806,971         -  16,806,971

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 51,342  338  51,680  △51,680       - 

計  12,845,371  4,013,280  16,858,651  △51,680  16,806,971

営業利益  1,422,642  527,003  1,949,645  △903,585  1,046,060

(所在地別セグメント情報)

(海外売上高)

Ⅰ 海外売上高（千円） 2,144,762 

Ⅱ 連結売上高（千円） 16,806,971 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 12.8 

（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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中国における子会社の設立に関するお知らせ 

当社は、平成２３年３月８日開催の取締役会において、以下の通り中国において子会社を設立することを決議しま

したのでお知らせいたします。 

                  

１．設立の理由 

当社は、中国市場での急速なモータリゼーションの進展に伴う自動車製造設備需要増による現地生産ならびに保守

への対応力強化のため、中国に自動車製造設備機械装置の子会社を設立いたします。これにより、日本や韓国の現

地出資自動車メーカーから要望のある現地対応が可能となり、為替変動による収益変動を緩和すると共に、将来的

には中国の自動車メーカーへの参入も視野に入れ、事業の拡大を目指して参ります。 

 

２．子会社の概要 

（１）社名 太派机械（天津）有限公司（仮称） 

（英文社名：Taiyo SYSTEM (Tianjin) Co.,Ltd. （仮称）） 

（２）所在地 中華人民共和国天津市天津西青開発区内 

（３）代表者 董事長 西田善行（当社上席執行役員装置ＢＵ長） 

（４）事業内容 自動車メーカー向け組立・検査装置等の製造・販売・保守 

（５）総投資額 ２億１千万円 

（６）資本金  １億５千万円 

（７）出資比率 当社１００％ 

（８）設立時期 ２０１１年６月（予定） 

（９）操業開始時期 ２０１１年６月（予定） 

(７)追加情報
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(１)生産、受注及び販売の状況 

 ①生産実績 

    第４四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４四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４四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 

当第４四半期連結累計期間
（自 平成22年３月21日 
  至 平成23年３月20日） 

金額（千円）

油空圧機器事業 12,695,529  

機械・装置事業 3,787,735 

合計 16,483,265 

種類別セグメントの名称 

当第４四半期連結累計期間
（自 平成22年３月21日 
  至 平成23年３月20日） 

受注高
（千円） 

受注残高
（千円） 

油空圧機器事業 13,362,304 2,082,841

機械・装置事業 4,586,578 2,149,900

合計 17,948,883 4,232,741

事業の種類別セグメントの名称 

当第４四半期連結累計期間
（自 平成22年３月21日 
  至 平成23年３月20日） 

金額（千円）

油空圧機器事業 12,794,029  

機械・装置事業                     4,012,942 

合計 16,806,971  
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・前連結会計年度に係る生産、受注及び販売の状況 

①生産実績 

 前連結会計年度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 

 前連結会計年度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 

 前連結会計年度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。 

  

事業の種類別セグメントの名称 

前連結会計年度
（自 平成21年３月21日 
至 平成22年３月20日） 

金額（千円）

油空圧機器事業  10,123,104

機械・装置事業  1,773,656

合計  11,896,760

事業の種類別セグメントの名称

前連結会計年度
（自 平成21年３月21日 
至 平成22年３月20日） 

受注高
（千円） 

受注残高
（千円） 

油空圧機器事業  10,236,898  1,817,299

機械・装置事業  1,742,198  1,033,158

合計  11,979,097  2,850,457

事業の種類別セグメントの名称 

前連結会計年度
（自 平成21年３月21日 
至 平成22年３月20日） 

金額（千円）

油空圧機器事業  11,165,734

機械・装置事業  2,037,775

合計  13,203,510
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(２)前連結会計年度に係る財務諸表等 

  ①前連結会計年度損益計算書 

  

  

  

 前連結会計年度 

(自 平成21年3月21日 

 至  平成22年3月20日)   

区分  金額(千円) 

売上高   13,203,510 

売上原価   10,714,477 

売上総利益   2,489,032 

販売費及び一般管理費   3,263,196 

営業損失（△）   △774,164 

営業外収益 
  

  受取利息 4,812 

  受取配当金 1,885 

  受取賃貸料 32,819 

  負ののれん償却額 7,395 

  持分法による投資利益 1,615 

  仕入割引 1,683 

  助成金収入 292,417 

  為替差益 860 

  デリバティブ評価益 3,666 

  その他 15,629 362,785 

営業外費用 
  

  支払利息 48 

  売上割引 13,418 

  不動産賃貸原価 12,592 

  訴訟関連費用 5,000 

  その他 4,780 35,840 

経常損失（△） △447,219 

特別利益 
  

  固定資産売却益 1,710 

  貸倒引当金戻入額 8,744 10,455 

特別損失 
  

  固定資産除売却損 12,363 

  減損損失 320,338 

  退職特別加算金 156,404 

  事業構造改善費用 85,026 574,132 

税金等調整前当期純損失（△） △1,010,895 

法人税、住民税及び事業税 55,398 

法人税等調整額 △281,564 △226,165 

当期純損失（△） △784,730 
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 ②前連結会計年度キャッシュ・フロー計算書 

    

 前連結会計年度 

(自 平成21年3月21日 

 至  平成22年3月20日)  

区分 金額(千円)  

営業活動によるキャッシュ・フロー  
 

  

  税金等調整前当期純損失（△） △1,010,895 

  減価償却費 484,991 

  負ののれん償却額 △7,395 

  賞与引当金の増減額（△は減少） △29,086 

  
退職給付引当金の増減額（△は減

少） 
60,466 

  
役員退職慰労引当金の増減額（△は

減少） 
△38,200 

  減損損失 320,338 

  受取利息及び受取配当金 △6,698 

  支払利息 48 

  固定資産除売却損益（△は益） 10,653 

  売上債権の増減額（△は増加） 3,233,413 

  たな卸資産の増減額（△は増加） 1,131,765 

  仕入債務の増減額（△は減少） △1,304,542 

  未払金の増減額（△は減少） 76,037 

  その他 △26,013 

  小計 2,894,881 

  利息及び配当金の受取額 6,703 

  利息の支払額 △394 

  法人税等の支払額 △110,264 

  営業活動によるキャッシュ・フロー 2,790,926 

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 △865,354 

  定期預金の払戻による収入 261,660 

  有形固定資産の取得による支出 △127,338 

  有形固定資産の売却による収入 7,276 

  その他 △36,301 

  投資活動によるキャッシュ・フロー △760,058 

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 △95,000 

  自己株式の取得による支出 △0 

  配当金の支払額 △53,294 

  その他 △5,041 

  財務活動によるキャッシュ・フロー △153,336 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △10,824 

現金及び現金同等物の増減額（△は減

少） 
1,866,707 

現金及び現金同等物の期首残高 2,022,681 

現金及び現金同等物の期末残高 3,889,389 
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③セグメント情報  

  ［事業の種類別セグメント情報］  

  前連結会計年度（自平成21年３月21日 至平成22年３月20日） 

   ［所在地別セグメント情報］ 

前連結会計年度（自 平成21年３月21日 至 平成22年３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。 

  ［海外売上高］ 

前連結会計年度（自 平成21年３月21日 至 平成22年３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。 

  

  
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）

Ⅰ．売上高及び営業損益           

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  11,165,734  2,037,775  13,203,510  －  13,203,510

(2）セグメント間の内部売上高及

び振替高 
 34,528  22,208  56,736  △56,736  －

計  11,200,263  2,059,983  13,260,246  △56,736  13,203,510

営業費用  10,972,318  2,167,459  13,139,778  837,896  13,977,674

営業利益又は営業損失(△)  227,944  △107,475  120,468  △894,633  △774,164

Ⅱ．資産、減価償却費、減損損失及

び資本的支出 
          

資産  11,998,782  1,959,253  13,958,036  5,378,899  19,336,935

減価償却費  414,201  31,676  445,877  39,113  484,991

減損損失  320,338  －  320,338  －  320,338

資本的支出  116,497  33,187  149,685  11,475  161,160
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