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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 9,572 △53.0 △919 ― △771 ― △911 ―
21年3月期第2四半期 20,370 ― 1,236 ― 1,114 ― 657 ―

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2四半期 △76.15 ―
21年3月期第2四半期 51.08 ―

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2四半期 24,636 8,126 33.0 679.31
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2四半期  8,126百万円 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
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

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

（予想）
― 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  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

通期 22,420 △34.2 △1,310 ― △1,330 ― △1,100 ― △91.95
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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、６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、６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2四半期 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2四半期  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2四半期 11,963,635株 21年3月期第2四半期 12,865,635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、昨秋の金融危機以降、急速な景気悪化を続けてきま

したが、海外経済の改善などを背景に輸出の回復などによって生産が増加傾向にあり、緩やかに回復が見

られます。  

  主要販売先である自動車業界は、昨秋以降、世界的に需要が減少したことで減産を続けておりました

が、エコカー減税などの政府の需要刺激策でメーカー各社の生産は底を脱し、回復しつつあります。  

  こうした中、当社グループを取巻く環境は依然として厳しい状況にありますので、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95億72百万円（前年同期比53.0％減少）、営業損失は９億19百万円（前年同期は12

億36百万円の利益）、経常損失は７億71百万円（前年同期は11億14百万円の利益）、四半期純損失は９億

11百万円（前年同期は６億57百万円の利益）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、前期との比較は、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、各国のエコカー減税効果などにより自動車メーカー各社の在庫調整が終わり、生

産は徐々に回復傾向にありますが、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71億45百万円（前年同期比51.8%減少）、営業損失は５億６百万円（前年同期は８

億２百万円の利益）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。また、太陽電池向けシリコン加工用のワイヤソーの販売は、欧州市場が低迷したことなどで、キャン

セルや出荷延期が発生しました。 

  その結果、売上高は11億59百万円（前年同期比72.4%減少）、営業損失は４億18百万円（前年同期は５

億41百万円の利益）となりました。  

  

 環境機器ほかの事業は、住宅着工が低水準で推移しているなか、新製品である省エネタイプの浄化槽用

エアーポンプが販売を拡大しました。しかし、マンション市場の低迷を受け、マンション向けディスポー

ザの販売が落ち込みました。 

  その結果、売上高は12億66百万円（前年同期比5.1%減少）営業利益は５百万円（前年同期比47.0%減

少）となりました。  

  

・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
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当第２四半期連結会計期間末の総資産は246億36百万円 となり、前連結会計年度末に比べ21億80百万円

（8.1%）減少致しました。  

  

（流動資産）  

 当第２四半期連結会計期間末における流動資産の残高は122億44百万円となり、前連結会計年度末に比

べ11億21百万円（8.4％）減少致しました。  

 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（９億17百万円）したこと等に

よるものであります。  

  

（固定資産）  

 当第２四半期連結会計期間末における固定資産の残高は123億92百万円となり、前連結会計年度末に比

べ 10億59百万円（7.9％）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（10億７百万

円）等によるものであります。  

  

（流動負債）  

 当第２四半期連結会計期間末における流動負債の残高は80億93百万円となり、前連結会計年度末に比べ 

７億１百万円（8.0％）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（３億40百万円）及び短

期借入金や一年内返済長期借入金の返済が進んだことによる減少（２億96百万円）等によるものでありま

す。  

  

（固定負債）  

 当第２四半期連結会計期間末における固定負債の残高は84億16百万円となり、前連結会計年度末に比べ

６億12百万円（6.8％）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（６億７百万円）等によるものであ

ります。  

  

（純資産）  

 当第２四半期連結会計期間末における純資産の残高は81億26百万円となり、前連結会計年度末に比べ８

億67百万円（9.6％）減少致しました。  

 この減少の主な要因は、評価・換算差額等は増加（91百万円）しましたが、利益剰余金が減少（９億58

百万円）したことによるものであります。  

    

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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（キャッシュ・フローの状況）  

 営業活動によるキャッシュ・フローで獲得した資金は、４億12百万円となりました。主な増加は、減価

償却費11億81百万円、法人税等の還付額４億30百万円、及び貸倒引当金の増加２億52百万円、主な減少

は、税金等調整前四半期純利益△７億42百万円、仕入債務の減少３億67百万円、及び売上債権の増加２億

80百万円であります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローで使用した資金は、１億41百万円となりました。増加の主な内訳

は、有形固定資産の取得による支出４億56百万円、減少の主な内訳は、定期預金の減少２億54百万円であ

ります。 

 財務活動によるキャッシュ・フローで使用した資金は、９億51百万円となりました。増加の主な内訳

は、長期借入金の返済による支出10億４百万円、及び短期借入金の減少１億円、減少の主な内訳は、長期

借入金による収入２億円であります。 

 以上の結果、当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ６

億62百万円減少し27億36百万円となりました。また、前第２四半期末に比べ１億71百万円増加しました。

  

平成22年３月期の業績予想につきましては、平成21年10月14日に修正しております。詳細につきまして

は、平成21年10月14日に公表しました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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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２四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２四半期連結累計期間の取得、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。  

  

①連結の範囲に関する事項の変更  

・連結の範囲の変更  

  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 

  

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、当第２四半期連結会計期間末において、シンジケートローンの財務制限条項の「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を前年同期比75％以上維持すること」に抵触する事実が発生し、継続企

業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しておりますが、取引金融機関より期限の利益喪失

の権利行使をしない旨、同意を得ております。また、今後の業績次第では、当事業年度末において、シンジケート

ローンの財務制限条項の「各年度の決算期にかかる連結の損益計算書上の経常損益に関して、２期連続して経常損

失を計上しないこと」に抵触する可能性がありますが、現時点では、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ます。  

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

(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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 2,869,148 3,786,192

受取手形及び売掛金 4,480,779 4,174,040

商品及び製品 696,035 758,300

仕掛品 2,536,470 2,118,459

原材料及び貯蔵品 1,124,774 1,287,444

繰延税金資産 245,665 229,954

未収入金 432,644 390,610

未収還付法人税等 125,571 546,613

その他 297,675 375,817

貸倒引当金 △564,754 △302,073

流動資産合計 12,244,009 13,365,359

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 8,321,977 8,282,912

減価償却累計額 △5,264,876 △5,158,340

建物及び構築物（純額） 3,057,101 3,124,572

機械装置及び運搬具 20,729,495 20,403,378

減価償却累計額 △15,412,420 △15,176,070

機械装置及び運搬具（純額） 5,317,075 5,227,308

工具、器具及び備品 6,346,509 6,426,322

減価償却累計額 △5,867,763 △5,848,148

工具、器具及び備品（純額） 478,746 578,173

土地 1,909,444 1,909,444

建設仮勘定 8,967 939,644

有形固定資産合計 10,771,335 11,779,143

無形固定資産   

その他 107,867 117,862

無形固定資産合計 107,867 117,862

投資その他の資産   

投資有価証券 441,737 424,713

繰延税金資産 28,448 10,341

その他 1,063,475 1,150,247

貸倒引当金 △20,383 △30,408

投資その他の資産合計 1,513,277 1,554,893

固定資産合計 12,392,480 13,451,899

資産合計 24,636,490 26,817,259
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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９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 2,542,959 2,883,900

短期借入金 3,373,054 3,669,807

未払金 1,354,910 1,431,927

未払法人税等 122,670 129,120

賞与引当金 231,632 248,998

役員賞与引当金 1,800 －

設備関係支払手形 6,945 4,871

リース資産減損勘定 233,460 233,460

その他 226,017 192,610

流動負債合計 8,093,451 8,794,697

固定負債   

長期借入金 7,032,917 7,640,307

繰延税金負債 246,791 148,773

退職給付引当金 59,681 49,473

役員退職慰労引当金 50,750 47,000

環境対策引当金 119,565 119,565

長期リース資産減損勘定 906,354 1,023,084

固定負債合計 8,416,060 9,028,203

負債合計 16,509,511 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 4,343,663 5,302,557

自己株式 △330,270 △330,270

株主資本合計 8,270,531 9,229,425

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 64,349 33,704

為替換算調整勘定 △207,902 △268,771

評価・換算差額等合計 △143,553 △235,067

純資産合計 8,126,978 8,994,358

負債純資産合計 24,636,490 26,817,259
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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）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 20,370,672 9,572,320

売上原価 17,636,506 9,152,683

売上総利益 2,734,165 419,636

販売費及び一般管理費   

販売手数料 60,993 40,978

広告宣伝費 10,955 9,292

荷造及び発送費 333,097 164,162

貸倒引当金繰入額 89,145 181,461

給料手当及び福利費 446,321 356,157

役員報酬 90,448 67,890

賞与引当金繰入額 70,200 28,290

役員賞与引当金繰入額 22,200 1,800

退職給付費用 17,200 23,656

役員退職慰労引当金繰入額 7,250 5,850

減価償却費 38,788 43,167

その他 311,422 416,632

販売費及び一般管理費合計 1,498,023 1,339,341

営業利益又は営業損失（△） 1,236,142 △919,705

営業外収益   

受取利息 4,322 4,558

受取配当金 5,847 6,316

為替差益 － 281,292

受取賃貸料 11,945 14,434

助成金収入 25,797 146,830

その他 17,270 30,693

営業外収益合計 65,184 484,126

営業外費用   

支払利息 78,242 91,176

為替差損 53,444 －

減価償却費 － 150,496

貸倒引当金繰入額 － 71,194

その他 55,217 22,971

営業外費用合計 186,904 335,839

経常利益又は経常損失（△） 1,114,422 △771,417

特別利益   

固定資産売却益 5,549 56,069

投資有価証券売却益 79,664 14,033

貸倒引当金戻入額 18,681 －

特別利益合計 103,894 70,103
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

特別損失   

減損損失 7,845 36,568

固定資産除却損 17,819 4,958

リース解約損 7,799 －

特別損失合計 33,464 41,527

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（△）

1,184,852 △742,840

法人税、住民税及び事業税 569,599 124,070

法人税等調整額 △41,926 44,127

法人税等合計 527,673 168,198

四半期純利益又は四半期純損失（△） 657,179 △911,039
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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（△）

1,184,852 △742,840

減価償却費 1,322,055 1,181,086

減損損失 7,845 36,568

有形固定資産売却損益（△は益） △5,549 △56,069

有形固定資産除却損 17,819 4,958

投資有価証券売却損益（△は益） △79,664 △14,033

貸倒引当金の増減額（△は減少） 70,464 252,655

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,527 5,992

前払年金費用の増減額（△は増加） 59,542 95,284

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,250 3,750

賞与引当金の増減額（△は減少） △55,470 △17,365

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △22,200 1,800

為替差損益（△は益） 46,715 △253,441

助成金収入 △25,797 △146,830

受取利息及び受取配当金 △10,170 △10,874

支払利息 78,242 91,176

売上債権の増減額（△は増加） 145,344 △280,153

たな卸資産の増減額（△は増加） △746,761 △143,223

仕入債務の増減額（△は減少） 802,091 △367,970

未収消費税等の増減額（△は増加） 111,703 187,632

その他 △4,721 181,361

小計 2,909,119 9,462

利息及び配当金の受取額 13,525 8,919

利息の支払額 △79,208 △90,622

助成金の受取額 25,797 197,136

法人税等の支払額 △962,441 △142,845

法人税等の還付額 － 430,506

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,906,794 412,557

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） △2 254,997

投資有価証券の取得による支出 △58,928 －

投資有価証券の売却による収入 205,802 47,881

有形固定資産の取得による支出 △1,089,273 △456,842

有形固定資産の売却による収入 33,906 173,199

無形固定資産の取得による支出 △20,410 △5,940

長期前払費用の取得による支出 △42,186 △4,300

貸付けによる支出 △100,000 △154,500

貸付金の回収による収入 8,000 10,000

その他 △78,450 △6,275
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,141,543 △141,779

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） △370,000 △100,000

長期借入れによる収入 756,778 200,000

長期借入金の返済による支出 △844,590 △1,004,142

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 △586,468 △951,996

現金及び現金同等物に係る換算差額 △9,353 19,172

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 169,428 △662,045

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 2,565,698 2,736,968
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該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

前第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９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 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の通り、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9,035千円、工作機械が9,009千円、  

検査測定装置ほかが3,868千円それぞれ減少し、営業損失は環境機器が19,017千円増加しております。  

４ 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の通り、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1,926千円減少し、営業損失は環境機器

が362千円増加しております。  

５ 追加情報に記載の通り、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67,545千円、工作機械が1,423千円、 

検査測定装置ほかが87千円それぞれ減少し、営業損失は環境機器が224千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

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

14,831,933 3,715,870 1,179,901 642,966 20,370,672 ― 20,370,672

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

861 453,443 466 313,554 768,325 (768,325) ―

計 14,832,794 4,169,314 1,180,367 956,520 21,138,997 (768,325) 20,370,672

営業利益又は営業損失(△) 802,298 571,193 △23,666 3,458 1,353,284 (117,141) 1,236,142
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当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９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、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２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９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

7,145,987 1,159,521 1,266,811 9,572,320 ― 9,572,320

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

523 683 143,055 144,262 (144,262) ―

計 7,146,511 1,160,204 1,409,866 9,716,582 (144,262) 9,572,320

営業利益又は営業損失（△) △506,735 △418,092 5,122 △919,705 ― △919,705

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

14,831,933 4,203,934 1,334,804 20,370,672 ― 20,370,672

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

861 453,344 306,190 760,395 (760,395) ―

計 14,832,794 4,657,278 1,640,994 21,131,067 (760,395) 20,370,672

営業利益又は営業損失（△) 802,298 541,326 9,659 1,353,284 (117,141) 1,236,142
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【所在地別セグメント情報】 

前第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、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２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、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。 

  

【海外売上高】 

前第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９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、台湾ほか  

（2）その他の地域……アメリカ、オーストラリア、ドイツほか  

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２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９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、台湾ほか  

（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。 

  

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 4,989,700 1,750,809 6,740,510

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 20,370,672

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

24.5 8.6 33.1

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 2,404,807 1,122,717 3,527,524

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 9,572,320

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

25.1 11.7 36.9

(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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