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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4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 ％

22年3月期第1四半期 4,100 △56.1 △657 ― △667 ― △681 ―
21年3月期第1四半期 9,342 ― 522 ― 355 ― 187 ―

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

22年3月期第1四半期 △56.99 ―
21年3月期第1四半期 14.56 ―

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

22年3月期第1四半期 24,281 8,345 34.4 697.55
21年3月期 26,817 8,994 33.5 751.81

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  8,345百万円 21年3月期  8,994百万円

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

21年3月期 ― 12.00 ― 4.00 16.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
4.00 ― 4.00 8.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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

第2四半期 
連結累計期間

10,600 △48.0 △930 ― △900 ― △620 ― △51.82

通期 26,600 △21.9 50 △87.7 50 ― △30 ― △2.51
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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）  有  

(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  有  
(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。 

(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、５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 
本資料に掲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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 2社 （社名
ヤスナガワイヤソーシステムズ株式
会社、YASUNAGA S&I株式会社 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 12,938,639株 21年3月期  12,938,639株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  975,004株 21年3月期  975,004株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 11,963,635株 21年3月期第1四半期 12,865,635株
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当第1四半期連結会計期間における我が国経済は、昨秋の金融危機以降、急速な景気悪化を続けてきま

した。  
  主要販売先である自動車業界も、世界的な販売不振に対応するため減産を続けており、当社グループを
取巻く環境は依然として厳しい状況であります。   
  このような状況の中、国内全グループで週１回の一斉休業の実施、徹底したコスト削減等による固定費
の削減に取り組みましたが、操業度低下の影響が大きく、収益が悪化しました。  
 この結果、売上高は41億円（前年同四半期比56.1％減少）、営業損失は６億57百万円（前年同四半期は
５億22百万円の利益）、経常損失は6億67百万円（前年同四半期は３億55百万円の利益）、四半期純損失
は６億81百万円（前年同四半期は１億87百万円の利益）となりました。  
  
 事業の種類別セグメントにつきましては、平成21年４月１日付で100％子会社であるヤスナガワイヤソ
ーシステムズ㈱及びYASUNAGA S&I㈱を吸収合併し、事業区分の見直しを行った結果、従来の「工作機械」
及び「検査測定装置」の事業区分を集約し、「機械装置」として区分表示することに変更しております。
なお、この変更に伴い、従来「検査測定装置ほか」として「検査測定装置」事業と共に一括掲記しており
ました「その他」の事業は、「環境機器ほか」として「環境機器」事業と共に一括掲記しております。こ
のため、前年同四半期比較については、従来の事業区分を当期の事業区分に組替えて行っております。  
  
 エンジン部品事業は、自動車メーカー各社の在庫調整が進展していることや、エコカー減税の効果によ
り一部に減産は緩和傾向にありますが、受注は依然として低水準で推移しました。  
 その結果、売上高は26億82百万円（前年同四半期比62.3%減少）、営業損失は５億31百万円（前年同四
半期は３億52百万円の利益）となりました。  
   
 機械装置事業は、自動車メーカーでは設備投資の抑制が続いており、工作機械の売上は僅かとなりまし
た。一方、太陽電池向けシリコン加工用のワイヤソーが売上に寄与しました。 
  その結果、売上高は８億30百万円（前年同四半期比 49.5%減少）、営業損失は66百万円（前年同四半期
は２億７百万円の利益）となりました。  
  
 環境機器ほかの事業は、省エネタイプ浄化槽用エアーポンプの販売が拡大しました。 
  その結果、売上高は５億87百万（前年同四半期比 0.2%減少）となりましたが、売掛債権に対する貸倒
引当金93百万円を販売費及び一般管理費に計上したことで、営業損失は59百万円（前年同四半期は53百万
円の利益）となりました。  

  

   
  当第１四半期連結会計期間末の総資産は242億81百万円 となり、前連結会計年度末に比べ25億36百万円
(9.5%)減少致しました。  
（流動資産）  
 当第１四半期連結会計期間末における流動資産の残高は112億98百万円となり、前連結会計年度末に比
べ20億66百万円(15.5％)減少しております。  
  この減少の主な要因は、受注及び売上の減少に伴い現金及び預金が減少(12億54百万円)したこと及び売
上債権が減少(４億63百万円)したことや、エンジン部品事業の受注残高の減少による減産等に伴うたな卸
資産の減少(３億66百万円)等によるものであります。  
  
（固定資産）  
 当第１四半期連結会計期間末における固定資産の残高は129億82百万円となり、前連結会計年度末に比
べ４億69百万円(3.5％)減少致しました。  
  この減少の主な要因は、設備投資の抑制と既存設備の減価償却による有形固定資産の減少(４億93百万
円)等によるものであります。  
  
（流動負債）  
 当第１四半期連結会計期間末における流動負債の残高は71億44百万円となり、 前連結会計年度末に比
べ16億49百万円(18.8％)減少致しました。  
  この減少の主な要因は、減産に伴い仕入が減少したことによる仕入債務の減少(10億37百万円)及び未払
金の減少(３億97百万円)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

-3-

㈱安永(7271)  平成22年3月期　第1四半期決算短信



 
（固定負債）  
 当第１四半期連結会計期間末における固定負債の残高は87億91百万円となり、前連結会計年度末に比べ
２億37百万円(2.6％)減少致しました。  
  この減少の主な要因は、長期借入金の返済が進んだことによる減少(１億94百万円)等によるものであり
ます。 
  
（純資産）  
 当第１四半期連結会計期間末における純資産の残高は83億45百万円となり、前連結会計年度末に比べ６
億49百万円(7.2％)減少致しました。  
  この減少の主な要因は、評価・換算差額等が増加(80百万円)しましたが、利益剰余金が減少(７億29百
万円)したことによるものであります。  
  
（キャッシュ・フローの状況） 

 当社グループの資金状況は、当第１四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高が
前第１四半期連結累計期間に比べ３億７百万円(12.0％)減少し、22億64百万円となりました。  
 営業活動によるキャッシュ・フローは、生産減少によるたな卸資産の減少額が９億62百万円、消費税還
付による未収消費税等の減少額が２億15百万円等の増加要因がありましたが、仕入債務の減少が14億74百
万円、税金等調整前四半期純利益が９億78百万円減少したこと等により、営業活動によるキャッシュ・フ
ローにおいて支出が前第１四半期連結累計期間に比べ12億26百万円増加し、４億80百万円となりました。 
 投資活動によるキャッシュ・フローは、貸付による支出が１億46百万円増加しましたが、有形固定資産
の売却により１億30百万円、３ヶ月超の定期預金の減少により１億20百万円、またその他の減少要因によ
り、投資活動によるキャッシュ・フローにおいて支出が前第１四半期連結累計期間に比べ３億１百万円減
少し、３億51百万円となりました。  
 財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額の減少により80百万円増加しましたが、長期借
入金の収入が５億24百万円減少したこと等により、財務活動によるキャッシュ・フローにおいて支出が前
第１四半期連結累計期間に比べ４億19百万円増加し、３億12百万円となりました。 

  

業績予想につきましては、前回予想（平成21年５月14日公表）から修正を行っておりません。 
  
  

当社の連結子会社であるヤスナガワイヤソーシステムズ㈱及びYASUNAGA S&I㈱の2社は平成21年４月1
日付けで吸収合併したため、連結子会社より除外しております。 

  

① たな卸資産の評価方法  
 当第１四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度末
の実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。  
  
 ② 固定資産の減価償却費の算定方法  
 固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額を期間按
分する方法によっております。ただし、生産設備については、当第１四半期連結会計期間の取得、売却
又は除却等の実績に基づき減価償却費を計上しております。  
 なお、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  
 連結財務諸表における重要性が乏しい連結会社については、四半期財務諸表における税金費用の計算
にあたり、税引前四半期純利益に、前年度の損益計算書における税効果会計適用後の法人税等の負担率
を乗じて計算する方法を採用しております。  
  

  

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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①連結の範囲に関する事項の変更 

・連結の範囲の変更  

当第１四半期連結会計期間より、ヤスナガワイヤソーシステムズ株式会社及びYASUNAGA S&I株式
会社は当社に吸収合併されたことにより消滅したため連結の範囲から除外しております。   

・変更後の連結子会社の数・・・７社  

  

（財務制限条項） 
 当社グループでは資金調達方法として、シンジケートローンおよびシンジケーション方式のコミ
ットメントライン契約を締結しております。当該契約には、各年度の中間決算期末及び決算期末に
おける単体及び連結の貸借対照表における従来の資本の部に相当する金額や、各年度の決算期末に
おける単体及び連結の損益計算書の経常損益等を基準とした財務制限条項が付加されており、これ
に抵触した場合には、当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。  
 なお、今後の業績次第では、第２四半期連結会計期間末において、財務制限条項の「連結の貸借
対照表における従来の資本の部に相当する金額を前年同期比75％以上維持すること」に抵触する可
能性がありますが、現時点では、エージェントを中心とする取引金融機関の支援体制に変化はな
く、今後も引き続き支援を得るべく協議をしており、当社の事業継続に懸念はないものと判断して
おります。 

(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

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等
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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１四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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,531,915 3,786,192

受取手形及び売掛金 3,711,026 4,174,040

商品及び製品 490,306 758,300

仕掛品 2,106,986 2,118,459

原材料及び貯蔵品 1,200,838 1,287,444

繰延税金資産 153,434 229,954

未収入金 776,991 390,610

未収還付法人税等 568,257 546,613

その他 199,066 375,817

貸倒引当金 △440,315 △302,073

流動資産合計 11,298,506 13,365,359

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 8,318,041 8,282,912

減価償却累計額 △5,214,185 △5,158,340

建物及び構築物（純額） 3,103,855 3,124,572

機械装置及び運搬具 20,490,274 20,403,378

減価償却累計額 △15,585,695 △15,176,070

機械装置及び運搬具（純額） 4,904,579 5,227,308

工具、器具及び備品 6,444,129 6,426,322

減価償却累計額 △5,905,347 △5,848,148

工具、器具及び備品（純額） 538,781 578,173

土地 1,909,444 1,909,444

建設仮勘定 828,602 939,644

有形固定資産合計 11,285,263 11,779,143

無形固定資産   

その他 115,501 117,862

無形固定資産合計 115,501 117,862

投資その他の資産   

投資有価証券 454,711 424,713

繰延税金資産 17,382 10,341

その他 1,160,242 1,150,247

貸倒引当金 △50,408 △30,408

投資その他の資産合計 1,581,927 1,554,893

固定資産合計 12,982,692 13,451,899

資産合計 24,281,199 26,817,259
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（単位：千円）

当第１四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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,846,799 2,883,900

短期借入金 3,599,807 3,669,807

未払金 1,034,419 1,431,927

未払法人税等 25,524 129,120

賞与引当金 105,102 248,998

役員賞与引当金 900 －

設備関係支払手形 11,373 4,871

リース資産減損勘定 233,460 233,460

その他 287,568 192,610

流動負債合計 7,144,956 8,794,697

固定負債   

長期借入金 7,445,920 7,640,307

繰延税金負債 160,673 148,773

退職給付引当金 53,315 49,473

役員退職慰労引当金 46,825 47,000

環境対策引当金 119,565 119,565

長期リース資産減損勘定 964,719 1,023,084

固定負債合計 8,791,019 9,028,203

負債合計 15,935,975 17,822,901

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,142,256 2,142,256

資本剰余金 2,114,881 2,114,881

利益剰余金 4,572,849 5,302,557

自己株式 △330,270 △330,270

株主資本合計 8,499,717 9,229,425

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 79,956 33,704

為替換算調整勘定 △234,450 △268,771

評価・換算差額等合計 △154,494 △235,067

純資産合計 8,345,223 8,994,358

負債純資産合計 24,281,199 26,817,259
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 9,342,901 4,100,546

売上原価 8,140,000 4,128,678

売上総利益 1,202,901 △28,131

販売費及び一般管理費   

販売手数料 22,958 7,572

広告宣伝費 8,244 7,003

荷造及び発送費 154,195 70,039

貸倒引当金繰入額 178 93,296

給料手当及び福利費 231,595 181,383

役員報酬 44,860 32,365

賞与引当金繰入額 30,059 12,078

役員賞与引当金繰入額 11,100 900

退職給付費用 8,615 12,427

役員退職慰労引当金繰入額 2,375 1,925

減価償却費 19,061 17,072

その他 147,005 193,426

販売費及び一般管理費合計 680,249 629,491

営業利益又は営業損失（△） 522,651 △657,622

営業外収益   

受取利息 1,145 1,988

受取配当金 243 －

受取賃貸料 5,883 6,450

為替差益 － 52,737

助成金収入 25,797 107,324

その他 5,491 8,378

営業外収益合計 38,561 176,878

営業外費用   

支払利息 35,468 46,828

為替差損 118,953 －

減価償却費 － 67,085

貸倒引当金繰入額 － 64,945

その他 51,369 7,883

営業外費用合計 205,790 186,743

経常利益又は経常損失（△） 355,421 △667,487

特別利益   

投資有価証券売却益 9,110 14,016

固定資産売却益 67 55,589

貸倒引当金戻入額 19,822 －

特別利益合計 29,001 69,605

-8-

㈱安永(7271)  平成22年3月期　第1四半期決算短信



（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

特別損失   

固定資産売却損 32 －

固定資産除却損 620 1,247

リース解約損 4,614 －

特別損失合計 5,267 1,247

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（△）

379,155 △599,129

法人税、住民税及び事業税 53,288 18,521

法人税等調整額 138,549 64,201

法人税等合計 191,838 82,723

四半期純利益又は四半期純損失（△） 187,317 △681,853
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

379,155 △599,129

減価償却費 647,176 543,907

有形固定資産売却損益（△は益） △34 △55,589

有形固定資産除却損 620 1,247

投資有価証券売却損益（△は益） △9,110 △14,016

貸倒引当金の増減額（△は減少） △19,644 158,241

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,609 2,788

前払年金費用の増減額（△は増加） 30,653 53,623

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,375 △175

賞与引当金の増減額（△は減少） △348,151 △143,895

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △33,300 900

為替差損益（△は益） 105,672 △50,494

助成金収入 △25,797 △107,324

受取利息及び受取配当金 △1,388 △1,988

支払利息 35,468 46,828

売上債権の増減額（△は増加） 393,149 470,323

たな卸資産の増減額（△は増加） △583,757 379,037

仕入債務の増減額（△は減少） 430,682 △1,044,190

未収消費税等の増減額（△は増加） 30,725 245,867

その他 638,040 △296,541

小計 1,675,145 △410,579

利息及び配当金の受取額 8,874 5,943

利息の支払額 △19,421 △29,736

助成金の受取額 25,797 95,025

法人税等の支払額 △944,162 △140,963

営業活動によるキャッシュ・フロー 746,233 △480,311

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） △2 119,997

投資有価証券の取得による支出 △1,750 －

投資有価証券の売却による収入 19,364 47,777

有形固定資産の取得による支出 △477,352 △535,370

有形固定資産の売却による収入 38,945 169,000

無形固定資産の取得による支出 △13,017 △5,590

長期前払費用の取得による支出 △43,096 △3,070

貸付けによる支出 － △146,000

貸付金の回収による収入 2,000 6,000

その他 △178,380 △4,069

投資活動によるキャッシュ・フロー △653,290 △351,326

-10-

㈱安永(7271)  平成22年3月期　第1四半期決算短信



（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 524,258 －

長期借入金の返済による支出 △288,757 △264,387

配当金の支払額 △128,656 △47,854

財務活動によるキャッシュ・フロー 106,845 △312,241

現金及び現金同等物に係る換算差額 △23,517 9,599

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 176,271 △1,134,279

現金及び現金同等物の期首残高 2,396,269 3,399,013

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,572,541 2,264,734
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該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30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おります。 

２ 各事業区分の主要製品 

 （1）エンジン部品……………コネクティングロッド、シリンダーヘッド、シリンダーブロック、ラッシュア

               ジャスター、カムシャフト、エキゾーストマニホールド他 

 （2）工作機械…………………トランスファーマシン、セルマシン等の専用工作機械、ワイヤソー他 

 （3）環境機器…………………各種エアーポンプ、ディスポーザ他 

 （4）検査測定装置ほか………半導体外観検査装置、レーザセンサ、運送業他 

３ 会計方針の変更に記載の通り、当第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

  業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）を適用し、たな卸資産の評価基準を原価法 

  から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。 

  この変更に伴い、従来の方法と比較して、営業利益はエンジン部品が6,832千円、工作機械が42,954千   

  円、環境機器が2,749千円それぞれ減少し、営業損失は検査測定装置ほかが8,739千円増加しております。 

４ 会計方針の変更に記載の通り、当第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」（企業会計基準委員会 平成18年５月17日 実務対応報告第18号）を適 

  用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

  この変更に伴い、従来の方法と比較して、営業利益はエンジン部品が971千円、環境機器が170千円それぞ

  れ減少しております。  

５ 追加情報に記載の通り、当第１四半期連結会計期間より、有形固定資産（機械装置）の耐用年数が10～12 

  年のものを９年に変更しております。 

  この変更に伴い、従来の方法と比較して、営業利益はエンジン部品が30,909千円、工作機械が611千円、  

  環境機器が171千円それぞれ減少し、営業損失は検査測定装置ほかが31千円増加しております。 

  

  

(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】

エンジン 
部品(千円)

工作機械
(千円)

環境機器
（千円）

検査測定
装置ほか 
(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

7,108,516 1,443,478 523,612 267,293 9,342,901 ― 9,342,901

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― 353,134 16 159,732 512,883 (512,883)
―
 

計 7,108,516 1,796,612 523,628 427,026 9,855,784 (512,883) 9,342,901

営業利益又は営業損失(△) 352,527 237,682 39,763 △15,456 614,516 (91,865) 522,651
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当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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おります。 

２ 各事業区分の主要製品 

 （1）エンジン部品……………コネクティングロッド、シリンダーヘッド、カムシャフト、シリンダーブロッ

               ク、エンジンバルブ、エキゾーストマニホールド、ラッシュアジャスター他 

 （2）機械装置…………………ワイヤソー、検査測定装置、工作機械他 

 （3）環境機器ほか……………エアーポンプ、ディスポーザ、運送業他 

３ 事業区分の変更 

  当社は、100％子会社であるヤスナガワイヤソーシステムズ㈱及びYASUNAGA S&I㈱を平成21年４月１日付で

吸収合併し、これに伴い、「工作機械」及び「検査測定装置」事業は、分散していた事業分野を統合する

ことによりシナジー効果を高めることを目的として、組織を統合したことから、 経営管理上採用している

区分に合わせるために事業区分の見直しを行いました。  

その結果、従来の「工作機械」及び「検査測定装置」の事業は、当第１四半期連結累計期間より当該事業

区分を集約し、「機械装置」として区分表示することに変更致しました。なお、この変更に伴い、従来

「検査測定装置ほか」として「検査測定装置」事業と共に一括掲記しておりました「その他」の事業は、

「環境機器ほか」として「環境機器」事業と共に一括掲記しております。  

変更後の区分によった場合の事業の種類別セグメント情報は以下のとおりであります。 

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

 
  

  

エンジン 
部品(千円)

機械装置
(千円)

環境機器ほか
（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

2,682,829 830,300 587,417 4,100,546 ― 4,100,546

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

80 ― 66,866 66,946 (66,946) ―

計 2,682,909 830,300 654,283 4,167,493 (66,946) 4,100,546

営業利益又は営業損失（△) △531,917 △66,536 △59,168 △657,622 ― △657,622

エンジン 
部品(千円)

機械装置
(千円)

環境機器ほか
（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

7,108,516 1,645,671 588,712 9,342,901 ― 9,342,901

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― 353,044 155,356 508,400 (508,400) ―

計 7,108,516 1,998,715 744,069 9,851,301 (508,400) 9,342,901

営業利益 352,527 207,352 53,921 613,800 (91,149) 522,651
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前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

  

全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」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。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

  

全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」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１四半期連結累計期間(自 平成20年４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主な国又は地域 

  （1） アジア …………韓国、インドネシア、中国、タイ、シンガポールほか 

  （2） その他の地域……アメリカ、オーストラリア、ドイツ、イギリス 

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。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４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 

  （1） アジア …………韓国、インドネシア、中国、タイ、マレーシアほか 

  （2） その他の地域……アメリカ、オーストラリア、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。 

  

該当事項はありません。 

  

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 2,081,593 868,765 2,950,358

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 9,342,901

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

22.3 9.3 31.6

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 794,777 398,650 1,193,427

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 4,100,546

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

19.4 9.7 29.1

(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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