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1.  平成21年12月期第2四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年6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 ％

21年12月期第2四半期 1,804 ― 104 ― 121 ― 59 ―

20年12月期第2四半期 2,253 80.8 326 536.9 454 357.4 146 196.1

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

21年12月期第2四半期 10.03 ―

20年12月期第2四半期 24.79 ―

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

21年12月期第2四半期 8,205 7,075 86.2 1,201.51
20年12月期 8,857 7,150 80.7 1,213.89

（参考） 自己資本   21年12月期第2四半期  7,075百万円 20年12月期  7,150百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年12月期 ― 0.00 ― 20.00 20.00
21年12月期 ― 0.00

21年12月期 
（予想）

― 10.00 10.00

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 3,200 △28.0 100 △83.8 150 △80.3 75 △77.9 12.74
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4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 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  無  

(3) 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（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もの） 

(注) 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

・当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準
適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
・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、当社が発表日現在において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等については、４ページ【定性的情報・財
務諸表等】3. 連結業績予想に関する定性的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） 21年12月期第2四半期 6,392,736株 20年12月期  6,392,736株

② 期末自己株式数 21年12月期第2四半期  504,208株 20年12月期  502,572株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第2四半期 5,889,322株 20年12月期第2四半期 5,892,948株
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当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、昨年後半からの急速かつ深刻な景気後退に伴い、輸

出の大幅減少、生産活動の調整、企業収益の悪化、雇用情勢や設備投資の悪化などが続き、依然として厳

しい状況で推移しました。 

また、世界経済の一部には持ち直しの動きも見られましたが、世界的な金融危機と実体経済悪化によ

り、世界経済も深刻な状況が続きました。 

このような厳しい状況にあって、業績面への影響は避けることができず、生産高は1,145百万円、受注

高は809百万円に留まりました。 

当第２四半期連結累計期間の当グループの営業成績といたしましては、前期からの受注案件が売上った

ことから売上高は1,804百万円となり、製品区分別の売上高といたしましては、回転子用巻線設備296百万

円、固定子用巻線設備1,103百万円、その他改造・修理・部品404百万円となりました。 

  一方、利益面では、開発要素の高い案件の売上や売上のズレ込みが生じたため、営業利益は104百万

円、経常利益は121百万円となり、四半期純利益は59百万円となりました。 

当グループは、モーター用巻線設備の開発、設計・製造、販売を行っており、事業の種類別では一つの

セグメントに属しております。従いまして、事業の種類別セグメント情報の開示は行っておりません。 

  なお、当グループの所在地別セグメント業績は、次のとおりであります。 

 日本（当社及び国内連結子会社１社）での売上高は1,683百万円、北米（在外連結子会社３社）での売

上高は121百万円となりました。また、当グループの海外売上高の合計は1,155百万円で、連結売上高に占

める海外売上高の割合は64.0％となりました。 

  
  

（１）財政状態の変動状況 
（資産） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて8.4％減少し、6,735百万円となりました。これは主

に、有価証券が850百万円増加し、現金及び預金が191百万円、受取手形及び売掛金が892百万円

それぞれ減少したこと等によるものであります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて2.4％減少し、1,469百万円となりました。この結果、

総資産は、前連結会計年度末に比べて7.4％減少し、8,205百万円となりました。  

  

（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて46.6％減少し、681百万円となりました。これは主

に、未払金が40百万円増加し、支払手形及び買掛金が275百万円、未払法人税等が110百万円及び

前受金が216百万円減少したこと等によるものであります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて4.0％増加し、448百万円となりました。  

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて33.8％減少し、1,130百万円となりました。 

  

（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて1.0％減少し、7,075百万円となりました。これは主

に、利益剰余金が58百万円減少したことと、為替円高による為替換算調整勘定の減額幅が17百万

円増加したこと等によるものであります。  

  

・定性的情報・財務諸表等

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
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（２）キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前

連結会計年度末に比べ391百万円減少し、1,263百万円となりました。当第２四半期連結累計期間

における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、839百万円となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前

四半期純利益が111百万円、売上債権の減少額889百万円及びたな卸資産の減少額399百万円等で

あります。また、支出の主な内訳は、仕入債務の減少額255百万円と前受金の減少額213百万円等

であります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、1,101百万円となりました。これは主に、有価証券（譲渡性

預金）の取得・償還による収支1,050百万円と有形固定資産の取得による支出51百万円等があっ

たこと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） 

財務活動の結果使用した資金は、117百万円となりました。これは主に、配当金の支払額116百

万円等があったことによるものであります。 

  

「連結経営成績に関する定性的情報」に記載のような事業環境の下、経営計画を見直したことから、

平成21年２月13日に公表した通期業績予想を修正いたしました。 

 なお、詳細は、平成21年８月７日付で公表しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参

照下さい。 

  
  

 該当事項はありません。 

  

①簡便な会計処理 

  該当事項はありません。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

  該当事項はありません。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

4. その他
(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

(2) 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
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（会計処理基準に関する事項の変更） 

①「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用 

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 平成19年３月

14日)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号 平成19

年３月14日)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表

を作成しております。 

なお、第１四半期連結会計期間（平成21年１月１日から平成21年３月31日まで）から「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20年８月７日内閣

府令第50号)附則第７条第１項第５号のただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基

づいて作成しております。 

②「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用 

通常の販売目的で保有するたな卸資産につきましては、従来、主として個別法による原価法によ

っておりましたが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計

基準第９号 平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、主として個別法による原価法（貸借対

照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

これにより、当第２四半期連結累計期間の売上総利益、営業利益及び経常利益が1,678千円、税

金等調整前四半期純利益が11,863千円それぞれ減少しております。 

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

③「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面

の取扱い」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用しております。 

 なお、これによる損益に与える影響はありません。  

  

 (追加情報) 

有形固定資産の耐用年数の変更 

 平成20年度税制改正を契機に資産の利用状況等を見直した結果、当社及び国内連結子会社の機

械装置及び運搬具については、 従来耐用年数を２～11年としておりましたが、第１四半期連結会

計期間より２～９年に変更しております。 

 これによる当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与

える影響は軽微であります。  

  

(3) 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
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5.【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21年６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20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,761,507 1,952,994

受取手形及び売掛金 495,223 1,387,382

有価証券 3,612,401 2,762,268

商品及び製品 50,019 508,938

仕掛品 595,289 538,095

原材料及び貯蔵品 34,641 45,507

繰延税金資産 169,871 121,336

その他 17,163 36,931

貸倒引当金 △439 △1,339

流動資産合計 6,735,678 7,352,115

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 851,030 861,735

減価償却累計額 △618,442 △612,934

建物及び構築物（純額） 232,587 248,800

機械装置及び運搬具 654,053 659,217

減価償却累計額 △517,676 △504,060

機械装置及び運搬具（純額） 136,376 155,156

工具、器具及び備品 312,126 317,047

減価償却累計額 △289,087 △288,699

工具、器具及び備品（純額） 23,039 28,348

土地 752,692 754,801

有形固定資産合計 1,144,696 1,187,106

無形固定資産   

ソフトウエア 5,538 7,540

電話加入権 2,179 2,179

無形固定資産合計 7,717 9,720

投資その他の資産   

投資有価証券 139,220 135,129

繰延税金資産 161,450 155,650

その他 16,542 17,569

投資その他の資産合計 317,214 308,349

固定資産合計 1,469,628 1,505,176

資産合計 8,205,307 8,857,291
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年６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20年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 166,467 442,460

短期借入金 951 975

未払金 139,668 99,633

未払法人税等 111,512 221,663

前受金 153,764 370,459

賞与引当金 22,454 24,622

アフターサービス引当金 34,691 38,149

その他 51,833 77,604

流動負債合計 681,345 1,275,566

固定負債   

長期借入金 1,447 2,035

繰延税金負債 2,386 2,786

退職給付引当金 200,812 194,745

役員退職慰労引当金 244,183 232,150

固定負債合計 448,830 431,716

負債合計 1,130,175 1,707,283

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,250,816 1,250,816

資本剰余金 1,580,813 1,580,813

利益剰余金 4,790,853 4,849,585

自己株式 △398,747 △398,058

株主資本合計 7,223,736 7,283,157

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 33,182 31,018

為替換算調整勘定 △181,787 △164,167

評価・換算差額等合計 △148,604 △133,148

純資産合計 7,075,131 7,150,008

負債純資産合計 8,205,307 8,857,291
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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）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 1,804,288

売上原価 1,318,905

売上総利益 485,383

販売費及び一般管理費 381,171

営業利益 104,211

営業外収益  

受取利息 13,921

受取配当金 988

その他 3,160

営業外収益合計 18,070

営業外費用  

支払利息 74

為替差損 842

営業外費用合計 916

経常利益 121,365

特別利益  

貸倒引当金戻入額 900

特別利益合計 900

特別損失  

固定資産売却損 41

固定資産除却損 10

たな卸資産評価損 10,184

減損損失 578

特別損失合計 10,814

税金等調整前四半期純利益 111,450

法人税、住民税及び事業税 108,600

法人税等調整額 △56,221

法人税等合計 52,379

四半期純利益 59,071
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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)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６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 111,450

減価償却費 40,578

固定資産売却損益（△は益） 41

固定資産除却損 10

たな卸資産評価損 10,184

減損損失 578

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,067

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 12,033

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,167

アフターサービス引当金の増減額（△は減少） △3,265

貸倒引当金の増減額（△は減少） △900

受取利息及び受取配当金 △14,909

支払利息 74

売上債権の増減額（△は増加） 889,726

たな卸資産の増減額（△は増加） 399,439

仕入債務の増減額（△は減少） △255,507

未払金の増減額（△は減少） 68,231

前受金の増減額（△は減少） △213,677

その他 △5,020

小計 1,042,966

利息及び配当金の受取額 12,435

利息の支払額 △74

法人税等の支払額 △216,095

営業活動によるキャッシュ・フロー 839,231

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 △2,750,000

有価証券の償還による収入 1,700,000

有形固定資産の取得による支出 △51,012

有形固定資産の売却による収入 0

無形固定資産の取得による支出 △832

投資有価証券の取得による支出 △300

長期貸付金の回収による収入 1,050

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,101,093

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 △441

自己株式の取得による支出 △689

配当金の支払額 △116,095

財務活動によるキャッシュ・フロー △117,226

現金及び現金同等物に係る換算差額 △12,265

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △391,354

現金及び現金同等物の期首残高 1,655,262

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,263,908
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 平成19年３月14日)及
び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号 平成19年３月14日)を
適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。
なお、第１四半期連結会計期間（平成21年１月１日から平成21年３月31日まで）から、「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20年８月７日内閣府令第50号)
附則第７条第１項第５号のただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しており
ます。  

  

該当事項はありません。 
  

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日) 
当グループは、モーター用巻線設備の開発、設計・製造、販売を行っており、事業の種類別では一

つのセグメントに属しております。従いまして、事業の種類別セグメント情報の開示は行っておりま
せん。 
  

〔所在地別セグメント情報〕 
当第２四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する国又は地域 

北米－米国 

３ 「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「②「棚卸資産の評価に関

する会計基準」の適用」に記載のとおり、通常の販売目的で保有するたな卸資産につきましては、第１四半

期連結会計期間より、主として個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性低下に基づく簿価切

下げの方法）により算定しております。これにより、従来の方法によった場合に比べて日本における当第２

四半期連結累計期間の営業利益が1,678千円減少しております。 
  

〔海外売上高〕 
当第２四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

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 －米国、メキシコ、カナダ 

アジア－中国(香港を含む)、台湾、タイ、インドネシア、韓国 

その他－ブラジル、スロベニア、スロバキア 

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。 
  

 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

〔事業の種類別セグメント情報〕

日本
(千円)

北米
(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 1,683,025 121,262 1,804,288 ― 1,804,288

 (2) セグメント間の内部売上高又は 

振替高
5,367 ― 5,367 (5,367) ―

計 1,688,393 121,262 1,809,655 (5,367) 1,804,288

  営業利益（又は営業損失△） 318,459 △3,618 314,840 (210,629) 104,211

北米 アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 145,520 948,617 61,264 1,155,403

Ⅱ 連結売上高(千円) 1,804,288

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

8.1 52.6 3.4 64.0

(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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前年同四半期に係る財務諸表等 

 

「参考資料」

(1) 中間連結損益計算書

前中間連結会計期間

(自 平成20年１月１日
至 平成20年６月30日)

区分 金額(千円) 百分比(％)

Ⅰ 売上高 2,253,478 100.0

Ⅱ 売上原価 1,576,615 70.0

   売上総利益 676,862 30.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 350,484 15.5

   営業利益 326,378 14.5

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 19,080

 ２ 受取配当金 104,928

 ３ その他 4,273 128,281 5.7

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 10 10 0.0

   経常利益 454,648 20.2

Ⅵ 特別利益

 １ 投資有価証券売却益 1 1 0.0

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産売却損 28

 ２ 固定資産除却損 268

 ３ 減損損失 114,212 114,509 5.1

   税金等調整前中間純利益 340,141 15.1

   法人税、住民税及び事業税 223,984

   法人税等調整額 △29,958 194,026 8.6

   中間純利益 146,114 6.5

㈱小田原エンジニアリング（6149）平成21年12月期　第２四半期決算短信

－11－



 

(2) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間 

(自 平成20年１月１日

  至 平成20年６月30日)

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税金等調整前中間純利益 340,141

   減価償却費 29,668

   固定資産売却損 28

   固定資産除却損 268

   減損損失 114,212

   退職給付引当金の増加額 7,285

   役員退職慰労引当金の減少額 △115,055

   賞与引当金の増加額 1,983

   アフターサービス引当金の増加額 8,343

   貸倒引当金の増加額 479

   受取利息及び受取配当金 △124,008

   支払利息 10

   売上債権の増加額 △518,164

   たな卸資産の増加額 △409,654

   仕入債務の増加額 453,540

   未払金の増加額 94,908

   前受金の減少額 △21,431

   その他 △36,688

    小計 △174,131

   利息及び配当金の受取額 79,886

   利息の支払額 △10

   法人税等の支払額 △144,863

  営業活動によるキャッシュ・フロー △239,119

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   定期預金の純増加額 △300,000

   有価証券の取得による支出 △3,250,000

   有価証券の償還による収入 3,550,000

   有形固定資産の取得による支出 △16,206

   有形固定資産の売却による収入 238

   無形固定資産の取得による支出 △580

   投資有価証券の取得による支出 △300

   投資有価証券の売却による収入 2

   長期貸付金による支出 △6,500

   長期貸付金の回収による収入 1,648

   長期性預金の払戻による収入 100,000

  投資活動によるキャッシュ・フロー 78,301

Ⅲ 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 △312

   配当金の支払額 △58,280

  財務活動によるキャッシュ・フロー △58,592

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △26,893

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △246,303

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,489,827

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 1,243,523
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当グループは、モーター用巻線設備の開発、設計・製造、販売を行っており、事業の種類別では一
つのセグメントに属しております。従いまして、事業の種類別セグメント情報の開示は行っておりま
せん。 

  

前中間連結会計期間(自平成20年１月１日 至平成20年６月30日) 
  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する国又は地域 

 北米－米国 

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営業費用の金額は、182,457千円であり、その主な

ものは、当社本社の管理部門に係る費用であります。 

  

前中間連結会計期間(自平成20年１月１日 至平成20年６月30日) 
  

 
(注) １ 国又は地域の区分は地理的近接度によっております。 

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 －米国、メキシコ、カナダ 

アジア－中国(香港を含む)、韓国、台湾、インドネシア、タイ 

その他－スイス、ハンガリー、ドイツ 

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 前中間連結会計期間において、欧州への売上高が連結売上高に占める割合が10%以下となったた

め、「その他」として一括掲記しております。前中間連結会計期間の「その他」に含まれる欧州へ

の売上高は、163,521千円(連結売上高に占める割合7.3％)であります。 

(3) セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

日本(千円) 北米(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 1,987,347 266,130 2,253,478 ― 2,253,478

 (2) セグメント間の内部売上高 80,777 ― 80,777 (80,777) ―

計 2,068,125 266,130 2,334,255 (80,777) 2,253,478

営業費用 1,559,376 236,640 1,796,016 131,083 1,927,100

営業利益 508,748 29,490 538,238 (211,860) 326,378

〔海外売上高〕

北米 アジア その他 合計

Ⅰ 海外売上高(千円) 241,337 823,931 164,510 1,229,778

Ⅱ 連結売上高(千円) 2,253,478

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

10.7 36.6 7.3 54.6
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当グループは、モーター用巻線設備の開発、設計・製造、販売を行っており、事業の種類別では一つ
のセグメントに属しております。従いまして、「生産、受注及び販売の状況」について、事業の種類別
セグメント情報の開示は行っておりません。このため、「生産、受注及び販売の状況」については、製
品の品目別に分類し、表示しております。 

  

 当第２四半期連結累計期間における生産実績を製品の品目別に示すと、次のとおりであります。 
  

 
(注) １ 金額は販売価格によるものであります。 

２ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第２四半期連結累計期間における受注実績を製品の品目別に示すと、次のとおりであります。 
  

 
(注) １ 金額は販売価格によるものであります。 

２ 受注高には、受注取消・変更、為替レートの変動による調整額を含んでおります。 

３ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

6. その他の情報

生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

区分 生産高(千円)

回転子用巻線設備 276,280

固定子用巻線設備 600,361

その他改造、修理、部品 268,540

合計 1,145,183

(2) 受注実績

区分 受注高(千円) 受注残高(千円)

回転子用巻線設備 75,393 176,944

固定子用巻線設備 379,931 788,793

その他改造、修理、部品 353,707 363,131

合計 809,032 1,328,869
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当第２四半期連結累計期間における販売実績を製品の品目別に示すと、次のとおりであります。 
  

 
(注) １ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 
  

 
  (注) 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

区分 販売高(千円)

回転子用巻線設備 296,410

固定子用巻線設備 1,103,201

その他改造、修理、部品 404,675

合計 1,804,288

相手先

当第２四半期連結累計期間

販売高(千円) 割合(％)

東映産業株式会社 332,905 18.5

ファナック株式会社 252,714 14.0

安徽美芝制冷設備有限公司 230,021 12.7

合  計 815,640 45.2
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