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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31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 ％

23年3月期第3四半期 122,690 35.8 15,511 209.3 17,055 199.9 10,220 429.4
22年3月期第3四半期 90,352 △28.3 5,015 △54.7 5,687 △52.5 1,930 △35.3

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3四半期 80.85 80.84
22年3月期第3四半期 15.23 15.23

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3四半期 169,387 93,124 51.4 688.82
22年3月期 149,480 85,167 53.1 628.29

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  87,088百万円 22年3月期  79,404百万円

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 ― 4.00 ― 5.00 9.00
23年3月期 ― 9.00 ―

23年3月期 
（予想）

9.00 18.00

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  
 

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 167,000 32.3 19,300 142.3 21,200 127.0 12,700 216.1 100.47



(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。 

※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】３ページ「(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】４ページ「その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

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3Q 127,212,607株 22年3月期  127,212,607株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  781,421株 22年3月期  832,184株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 126,405,805株 22年3月期3Q 126,743,530株
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当第３四半期連結累計期間における世界経済は、欧州諸国の財政問題の長期化という不安材料があるも
のの、米国の金融・財政政策の追加措置や、中国をはじめとする新興国の著しい経済成長に牽引され景気
は緩やかながら回復を続けました。一方、わが国経済は、円高の長期化やデフレ経済の進行など依然とし
て予断を許さない状況が続く中、新興国への輸出が増加するなど、一部に明るい兆しが見られました。

このような状況の中、当社グループの第３四半期連結累計期間の業績については、主に前期後半から続
く国内外の産業用ロボットの需要回復及び中国のインフラ拡大に伴う建機需要の増加などにより、売上高
は前年同期に比べ増収となりました。営業利益、経常利益、四半期純利益につきましても、増益となりま
した。

① 売上高、営業利益
当第３四半期連結累計期間の売上高は前年同期比32,338百万円(35.8％)増加し、122,690百万円とな

り、営業利益は同10,496百万円(209.3％)増加し、15,511百万円となりました。売上高営業利益率は同
7.0ポイント改善し、12.6％となりました。

セグメント別概況は次のとおりです。

【精密機器事業】
精密機器事業の売上高は前年同期比135.4％増加の23,161百万円、営業利益は前年同期228百万円の赤

字から大幅改善し、5,156百万円となりました。
精密減速機は、主として新興国における自動車販売台数の増加見通しに伴う自動車メーカーの積極的

な設備投資により産業用ロボットの需要が伸長し、増収となりました。

【輸送用機器事業】
輸送用機器事業の売上高は前年同期比15.8％増加の35,694百万円、営業利益は同86.3％増加の4,545

百万円となりました。
鉄道車両用機器は、中国向けが増加し増収となりました。自動車用機器についてもトラックメーカー

の国内及び新興国向けの増産により増収となりました。一方、舶用機器は、世界の新造船建造隻数は堅
調に推移したものの、為替の影響を受け減収となりました。

【航空・油圧機器事業】
航空・油圧機器事業の売上高は前年同期比44.5％増加の43,436百万円、営業利益は同203.1％増加の

4,445百万円となりました。
油圧機器は、中国での旺盛な建機需要が継続し、増収となりました。航空機器は、防衛需要向けが堅

調に推移し、増収となりました。

【産業用機器事業】
産業用機器事業の売上高は前年同期比4.0％増加の20,398百万円、営業利益は同2.0％増加の1,364百

万円となりました。
自動ドア分野は、国内建築需要の低迷が続き、売上はほぼ横ばいとなりました。包装機械につきまし

ても、引き続き需要が低迷しており減収となりました。専用工作機は、中国・韓国における需要が増加
したため、増収となりました。

② 経常利益
当第３四半期連結累計期間の経常利益は前年同期比11,368百万円(199.9％)増加の17,055百万円とな

りました。
主な増加要因は、前述の通り営業利益が増加したことによるものでありますが、持分法適用関連会社

の業績が改善されたこともあり営業外収益は前年同期比1,347百万円増加の2,293百万円、営業外費用は
為替変動による影響により前年同期比474百万円増加の748百万円となりました。

③ 四半期純利益
当第３四半期連結累計期間の四半期純利益は前年同期比8,289百万円(429.4％)増加の10,220百万円と

なりました。
特別利益は前年同期比125百万円減少の95百万円、特別損失は前年同期比779百万円減少の468百万円

となりました。以上の結果、税金等調整前四半期純利益は16,682百万円と前年同期比12,022百万円の増
益となりました。

法人税等は前年同期比3,476百万円増加の5,663百万円となり、少数株主利益は前年同期比257百万円
増加の798百万円となりました。

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
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① 資産、負債及び純資産の状況
(資産)

当第３四半期連結会計期間末の流動資産は109,348百万円、固定資産は60,038百万円であり、その結
果、総資産は169,387百万円と前連結会計年度末比19,906百万円の増加となりました。主な増加要因
は、現金及び預金の増加2,037百万円、受取手形及び売掛金の増加5,566百万円、有価証券の増加9,498
百万円、たな卸資産の増加2,409百万円等であります。

(負債)
当第３四半期連結会計期間末の流動負債は66,923百万円、固定負債は9,339百万円であり、その結

果、負債合計は76,263百万円と前連結会計年度末比11,949百万円の増加となりました。主な増加要因
は、支払手形及び買掛金の増加6,827百万円、未払法人税等の増加3,725百万円等であります。

(純資産)
当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は93,124百万円であり、自己資本は87,088百万円と前連結

会計年度末比7,684百万円の増加となりました。主な増加要因は、四半期純利益10,220百万円による利
益剰余金の増加等であります。一方、主な減少要因は、配当による利益剰余金の減少1,779百万円等で
あります。

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及び現金同等物(以下「資金」という。) は、営業活動に

より獲得した資金16,420百万円を主に設備投資、配当金の支払等に充てた結果、46,967百万円となりま
した。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第３四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、16,420百万円の資金の増

加となりました。増加要因としては主に税金等調整前四半期純利益及び仕入債務の増加等によるもので
あります。一方、減少要因としては主に売上債権の増加及びたな卸資産の増加等によるものでありま
す。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第３四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、2,377百万円の資金の減

少となりました。これは主に有形固定資産の取得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)
当第３四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、2,001百万円の資金の減

少となりました。これは主に配当金の支払等によるものであります。

第３四半期連結累計期間の連結業績及び今後の動向等を踏まえ、平成23年３月期通期の業績予想(平成
22年７月30日公表)を修正いたします。

詳細につきましては、平成23年１月31日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照くださ
い。

なお、平成22年７月30日に公表しました連結業績予想との差異は以下の通りです。

平成23年３月期通期 連結業績予想数値の修正

(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

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

前回発表予想 (Ａ) 160,000 17,700 19,600 11,600 91 78

今回修正予想 (Ｂ) 167,000 19,300 21,200 12,700 100 47

増減額 (Ｂ－Ａ) 7,000 1,600 1,600 1,100 ―

増減率 (％) 4.4 9.0 8.2 9.5 ―

前期実績 126,249 7,964 9,337 4,017 31 70

―　3　―

ナブテスコ株式会社（6268)平成23年３月期　第３四半期決算短信



該当事項はありません。

① 簡便な会計処理
四半期連結会計期間末における棚卸高は、前連結会計年度末の実地棚卸高を基礎として、合理的な方

法により算定しています。

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理
税金費用については、当第３四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
ています。
なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しています。

１. 会計処理基準に関する事項の変更

① 「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連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、「持分法に関する会計基準」(企業会計基準第16号 平成20年３月10日

公表分)及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告第24号 平成20年
３月10日)を適用しています。
これによる四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

② 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)を適用しています。

これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益は、それぞれ３百万円減少し、税金
等調整前四半期純利益は29百万円減少しています。

２. 表示方法の変更

「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
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21年３月24日 内閣府令第
５号)の適用により、当第３四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
表示しています。

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
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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３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 13,078 11,040

受取手形及び売掛金 41,684 36,117

有価証券 33,998 24,499

商品及び製品 3,744 3,160

仕掛品 6,706 5,473

原材料及び貯蔵品 7,225 6,632

繰延税金資産 2,168 2,115

その他 821 926

貸倒引当金 △78 △73

流動資産合計 109,348 89,893

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 16,637 17,322

機械装置及び運搬具（純額） 10,269 10,101

工具、器具及び備品（純額） 1,729 1,808

土地 14,350 14,393

建設仮勘定 408 475

有形固定資産合計 43,395 44,102

無形固定資産 1,069 1,192

投資その他の資産

投資有価証券 13,805 12,302

繰延税金資産 491 490

その他 1,457 1,687

貸倒引当金 △180 △187

投資その他の資産合計 15,573 14,292

固定資産合計 60,038 59,587

資産合計 169,387 149,480
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 31,274 24,447

短期借入金 9,016 8,920

1年内償還予定の社債 11,000 －

未払法人税等 4,576 851

製品保証引当金 1,203 822

その他 9,852 8,569

流動負債合計 66,923 43,610

固定負債

社債 － 11,000

退職給付引当金 7,716 8,000

役員退職慰労引当金 121 143

環境対策引当金 484 572

繰延税金負債 346 232

負ののれん 90 144

その他 579 608

固定負債合計 9,339 20,702

負債合計 76,263 64,313

純資産の部

株主資本

資本金 10,000 10,000

資本剰余金 17,448 17,467

利益剰余金 61,095 52,662

自己株式 △641 △695

株主資本合計 87,902 79,434

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,291 1,290

繰延ヘッジ損益 2 △1

為替換算調整勘定 △2,108 △1,319

評価・換算差額等合計 △813 △30

新株予約権 135 73

少数株主持分 5,900 5,689

純資産合計 93,124 85,167

負債純資産合計 169,387 149,480
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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：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

売上高 90,352 122,690

売上原価 70,297 91,492

売上総利益 20,054 31,197

販売費及び一般管理費 15,039 15,686

営業利益 5,015 15,511

営業外収益

受取利息 71 61

受取配当金 95 81

受取賃貸料 219 186

持分法による投資利益 344 1,713

その他 215 250

営業外収益合計 945 2,293

営業外費用

支払利息 82 69

為替差損 93 574

その他 98 104

営業外費用合計 273 748

経常利益 5,687 17,055

特別利益

固定資産売却益 5 76

投資有価証券売却益 189 0

貸倒引当金戻入額 25 18

特別利益合計 221 95

特別損失

固定資産処分損 94 152

減損損失 401 －

投資有価証券売却損 3 －

投資有価証券評価損 5 0

ゴルフ会員権売却損 － 0

ゴルフ会員権評価損 0 2

環境対策引当金繰入額 － 64

事業構造改善費用 742 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 26

解約補償金 － 221

特別損失合計 1,248 468

税金等調整前四半期純利益 4,660 16,682

法人税等 2,187 5,663

少数株主損益調整前四半期純利益 － 11,018

少数株主利益 541 798

四半期純利益 1,930 10,220
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【第３四半期連結会計期間】

（単位：百万円）

前第３四半期連結会計期間
(自 平成21年10月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成22年10月１日
至 平成22年12月31日)

売上高 31,627 43,594

売上原価 24,289 32,172

売上総利益 7,338 11,422

販売費及び一般管理費 4,806 5,368

営業利益 2,532 6,053

営業外収益

受取利息 19 22

受取配当金 15 34

受取賃貸料 83 60

持分法による投資利益 268 660

その他 19 82

営業外収益合計 407 860

営業外費用

支払利息 27 26

為替差損 2 118

その他 41 33

営業外費用合計 72 178

経常利益 2,867 6,735

特別利益

固定資産売却益 0 1

投資有価証券売却益 188 0

貸倒引当金戻入額 － 2

特別利益合計 188 3

特別損失

固定資産処分損 32 79

投資有価証券売却損 3 －

投資有価証券評価損 1 －

ゴルフ会員権売却損 － 0

ゴルフ会員権評価損 0 0

事業構造改善費用 742 －

特別損失合計 781 79

税金等調整前四半期純利益 2,274 6,659

法人税等 801 2,142

少数株主損益調整前四半期純利益 － 4,516

少数株主利益 155 211

四半期純利益 1,318 4,305
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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３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31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 4,660 16,682

減価償却費 3,986 3,951

のれん償却額 △54 △54

株式報酬費用 46 68

貸倒引当金の増減額（△は減少） △12 1

退職給付引当金の増減額（△は減少） △619 △282

受取利息及び受取配当金 △166 △142

支払利息 82 69

持分法による投資損益（△は益） △344 △1,713

固定資産売却損益（△は益） △5 △76

固定資産処分損益（△は益） 94 152

減損損失 401 －

投資有価証券売却損益（△は益） △185 △0

投資有価証券評価損益（△は益） 5 0

ゴルフ会員権売却損益（△は益） － 0

ゴルフ会員権評価損 0 2

事業構造改善費用 742 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 26

解約補償金 － 221

売上債権の増減額（△は増加） 8 △4,901

たな卸資産の増減額（△は増加） 605 △2,697

仕入債務の増減額（△は減少） △1,447 7,228

その他 △497 △506

小計 7,300 18,031

利息及び配当金の受取額 243 442

利息の支払額 △85 △77

解約補償金の支払額 － △135

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 190 △1,839

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,649 16,420

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 △25 △10

定期預金の払戻による収入 － 15

有形固定資産の取得による支出 △5,162 △2,439

有形固定資産の売却による収入 12 190

無形固定資産の取得による支出 △131 △165

投資有価証券の取得による支出 △537 △9

投資有価証券の売却による収入 465 0

関係会社株式の取得による支出 － △150

その他 △257 190

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,636 △2,377
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

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） 2,638 107

自己株式の取得による支出 △57 △27

自己株式の売却による収入 12 54

配当金の支払額 △1,016 △1,779

少数株主への配当金の支払額 △354 △356

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,222 △2,001

現金及び現金同等物に係る換算差額 △32 △499

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,203 11,542

現金及び現金同等物の期首残高 27,299 35,425

現金及び現金同等物の四半期末残高 30,502 46,967
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該当事項はありません。

前第３四半期連結会計期間(自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日)

前第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日)

(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっています。

２ 各事業の主な製品

(1) 精密機器事業…………精密減速機、精密アクチュエーター、三次元光造形装置、

真空装置、高性能熱制御デバイス

(2) 輸送用機器事業………鉄道車両用ブレーキ装置、鉄道車両用自動扉装置、自動車用エアブレーキ装置、

舶用主推進機制御装置

(3) 航空・油圧機器事業…航空機用機器、減速機付油圧モーター、風力発電機用駆動装置

(4) 産業用機器事業………建物用自動扉装置、自動充填包装機械、鍛圧機械、工作機械

３ 営業費用の中の共通費はすべて各セグメント別に配賦しています。

４ (会計方針の変更)

たな卸資産処分損については、従来、営業外費用に区分掲記していましたが、収益性低下による簿価切下げ

に係わるたな卸資産評価損を売上原価に計上していることに対応し、収益性低下を起因として実施したたな

卸資産処分損については、第１四半期連結会計期間より売上原価に計上しています。これにより、従来の方

法によった場合と比べ、営業利益が「精密機器事業」は11百万円、「輸送用機器事業」は175百万円、「航

空・油圧機器事業」は23百万円、「産業用機器事業」は16百万円それぞれ減少しています。

(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】

精密
機器事業
(百万円)

輸送用
機器事業
(百万円)

航空・油圧
機器事業
(百万円)

産業用
機器事業
(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

4,216 10,188 10,467 6,755 31,627 ― 31,627

(2)セグメント間の
内部売上高又は振替高

5 65 74 40 186 (186) ―

計 4,221 10,254 10,542 6,795 31,814 (186) 31,627

営業利益 591 668 655 617 2,532 ― 2,532

精密
機器事業
(百万円)

輸送用
機器事業
(百万円)

航空・油圧
機器事業
(百万円)

産業用
機器事業
(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

9,839 30,828 30,060 19,622 90,352 ― 90,352

(2)セグメント間の
内部売上高又は振替高

7 167 189 116 481 (481) ―

計 9,847 30,996 30,250 19,739 90,833 (481) 90,352

営業利益又は営業損失(△) △228 2,439 1,466 1,337 5,015 ― 5,015

―　11　―

ナブテスコ株式会社（6268)平成23年３月期　第３四半期決算短信



前第３四半期連結会計期間(自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日)

前第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日)

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっています。

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) アジア………………中国、タイ、韓国、シンガポール

(2) 北米…………………アメリカ

(3) ヨーロッパ…………ドイツ、オランダ

３ 営業費用の中の共通費はすべて各セグメント別に配賦しています。

４ (会計方針の変更)

たな卸資産処分損については、従来、営業外費用に区分掲記していましたが、収益性低下による簿価切下げ

に係わるたな卸資産評価損を売上原価に計上していることに対応し、収益性低下を起因として実施したたな

卸資産処分損については、第１四半期連結会計期間より売上原価に計上しています。これにより、従来の方

法によった場合と比べ、「日本」の営業利益が226百万円減少しています。

【所在地別セグメント情報】

日本
(百万円)

アジア
(百万円)

北米
(百万円)

ヨーロッパ
(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

25,645 3,764 1,741 477 31,627 ― 31,627

(2)セグメント間の
内部売上高又は振替高

3,013 317 304 16 3,651 (3,651) ―

計 28,658 4,081 2,045 493 35,279 (3,651) 31,627

営業利益 1,966 444 70 50 2,532 ― 2,532

日本
(百万円)

アジア
(百万円)

北米
(百万円)

ヨーロッパ
(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

71,209 11,490 5,376 2,276 90,352 ― 90,352

(2)セグメント間の
内部売上高又は振替高

7,393 871 878 42 9,185 (9,185) ―

計 78,603 12,361 6,254 2,318 99,537 (9,185) 90,352

営業利益 3,144 1,576 280 13 5,015 ― 5,015
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前第３四半期連結会計期間(自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日)

前第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日)

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっています。

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) アジア…………………中国、タイ、韓国、インド、シンガポール

(2) 北米……………………アメリカ

(3) ヨーロッパ……………ドイツ、イギリス、フランス、イタリア、オランダ

(4) その他の地域…………オーストラリア、ニュージーランド

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。

【海外売上高】

アジア 北米 ヨーロッパ その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 6,124 2,158 694 124 9,102

Ⅱ 連結売上高(百万円) 31,627

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

19.4 6.8 2.2 0.4 28.8

アジア 北米 ヨーロッパ その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 17,207 6,701 3,058 301 27,269

Ⅱ 連結売上高(百万円) 90,352

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

19.1 7.4 3.4 0.3 30.2
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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31日)を適用しています。

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諸表が入手可能であり、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。

当社グループは、主にモーションコントロール技術を核とした製品の生産、販売をしており、「精密
機器事業」、「輸送用機器事業」、「航空・油圧機器事業」、「産業用機器事業」の４つを報告セグメ
ントとしています。

「精密機器事業」は精密減速機、精密アクチュエーター、三次元光造形装置、真空装置、高性能熱制
御デバイス等を生産しています。「輸送用機器事業」は鉄道車両用ブレーキ・ドア装置、商用車用エア
ブレーキ装置、舶用エンジン制御装置等を生産しています。「航空・油圧機器事業」は航空機用機器、
建設機械用走行モーター、風力発電機用駆動装置等を生産しています。「産業用機器事業」は建物用自
動ドア、食品向包装機械、専用工作機械等を生産しています。

２．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

当第３四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日)

(単位：百万円)

(注) １ セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去△906百万円であります。

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います。

当第３四半期連結会計期間(自 平成22年10月１日 至 平成22年12月31日)

(注) １ セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去△328百万円であります。

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います。

【セグメント情報】

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)

精密
機器事業

輸送用
機器事業

航空・油
圧機器事

業

産業用
機器事業

計

売上高

(1)外部顧客に対する
売上高

23,161 35,694 43,436 20,398 122,690 ― 122,690

(2)セグメント間の
内部売上高又は振替高

21 176 324 383 906 (906) ―

計 23,183 35,870 43,761 20,781 123,596 (906) 122,690

セグメント利益 5,156 4,545 4,445 1,364 15,511 ― 15,511

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)

精密
機器事業

輸送用
機器事業

航空・油
圧機器事

業

産業用
機器事業

計

売上高

(1)外部顧客に対する
売上高

8,654 13,087 14,826 7,025 43,594 ― 43,594

(2)セグメント間の
内部売上高又は振替高

10 58 112 147 328 (328) ―

計 8,665 13,145 14,939 7,173 43,923 (328) 43,594

セグメント利益 1,961 1,863 1,622 606 6,053 ― 6,053
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該当事項はありません。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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当第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ごとに示すと、次のとおりで

あります。

(注) １ 上記の金額は、販売価格によっており、消費税等は含まれていません。

２ 上記の金額は、セグメント間取引の相殺消去後の数値であります。

当第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ごとに示すと、次のとおりで

あります。

(注) １ 上記の金額は、販売価格によっており、消費税等は含まれていません。

２ 上記の金額は、セグメント間取引の相殺消去後の数値であります。

当第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ごとに示すと、次のとおりで

あります。

(注) １ 上記の金額は、販売価格によっており、消費税等は含まれていません。

２ 上記の金額は、セグメント間取引の相殺消去後の数値であります。

３ 総販売実績に対し10％以上に該当する販売先はありません。

4. 補足情報

(1) 生産、受注及び販売の状況

① 生産実績

事業の種類別セグメントの名称 生産高(百万円) 前年同四半期比(％)

精密機器事業 23,594 130.8

輸送用機器事業 36,127 15.2

航空・油圧機器事業 44,240 45.9

産業用機器事業 21,511 5.4

合計 125,473 35.9

② 受注実績

事業の種類別セグメントの名称 受注高(百万円)
前年同四半期比

(％)
受注残高(百万円)

前年同四半期比
(％)

精密機器事業 26,352 136.3 8,485 106.5

輸送用機器事業 37,159 24.0 24,069 16.7

航空・油圧機器事業 45,006 52.8 24,109 1.6

産業用機器事業 23,083 16.3 10,356 28.8

合計 131,601 45.6 67,021 18.6

③ 販売実績

事業の種類別セグメントの名称 販売高(百万円)
前年同四半期比

(％)

精密機器事業 23,161 135.4

輸送用機器事業 35,694 15.8

航空・油圧機器事業 43,436 44.5

産業用機器事業 20,398 4.0

合計 122,690 35.8
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当第３四半期連結会計期間(自 平成22年10月１日 至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日)

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっています。

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) アジア…………………中国、タイ、韓国、インド、シンガポール

(2) 北米……………………アメリカ

(3) ヨーロッパ……………ドイツ、イギリス、フランス、イタリア、オランダ

(4) その他の地域…………オーストラリア、ニュージーランド

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。

(2) 海外売上高

アジア 北米 ヨーロッパ その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 13,127 1,849 2,584 132 17,693

Ⅱ 連結売上高(百万円) 43,594

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

30.1 4.3 5.9 0.3 40.6

アジア 北米 ヨーロッパ その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 34,018 6,066 6,798 361 47,244

Ⅱ 連結売上高(百万円) 122,690

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

27.7 5.0 5.5 0.3 38.5
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