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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第3四半期 16,308 △44.4 △863 ― △921 ― △666 ―
21年3月期第3四半期 29,351 ― 1,268 ― 1,097 ― △304 ―

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3四半期 △55.75 ―
21年3月期第3四半期 △23.72 ―

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

22年3月期第3四半期 25,680 8,316 32.4 695.15
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3四半期  8,316百万円 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  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 24,430 △28.3 △700 ― △820 ― △610 ― △50.99
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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 
(1)平成21年10月14日公表の通期業績予想は、本日平成22年2月10日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」において修正しております。 
(2)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3四半期 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3四半期  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3四半期 11,963,635株 21年3月期第3四半期 12,837,173株
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当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、在庫調整の進展や海外経済の改善を背景とした輸出

に伴う生産の増加などから、2008年度末を底に緩やかに回復が見られます。  

  主要販売先である自動車メーカーは、国内外の景気刺激策による販売復調で生産も持ち直し傾向にあり

ます。  

  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が、操業度の改善や、国内全グループで

徹底したコスト削減に取り組んだ結果、四半期ベースでは、４期ぶりに営業利益を確保致しました。  

  

 この結果、売上高は163億8百万円（前年同期比44.4％減少）、営業損失は８億63百万円（前年同期は12

億68百万円の利益）、経常損失は９億21百万円（前年同期は10億97百万円の利益）となりました。また、

2009年３月に生産を終了したエンジン部品について、得意先より補償金4億3百万円を受け取ることにな

り、特別利益として計上した結果、四半期純損失は６億66百万円（前年同期は３億4百万円の損失）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増産を受け売上は増加

し、前年同四半期の８割強まで回復しました。また、四半期ベースでは、前四半期に続き営業利益を確保

致しました。  

 その結果、売上高は125億１百万円（前年同期比40.5%減少）、営業損失は２億15百万円（前年同期は７

億76百万円の利益）となりました。  

   

 機械装置事業は、自動車メーカーによる設備投資抑制の影響により、工作機の売上は低迷しました。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、欧州市場の低迷等により低調となりました。  

  その結果、売上高は19億14百万円（前年同期比69.8%減少）、営業損失は６億82百万円（前年同期は６

億13百万円の利益）となりました。  

  

 環境機器ほかの事業は、省エネタイプの浄化槽用エアーポンプや燃料電池用ポンプの販売が拡大しまし

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18億92百万円（前年同期比4.6%減少）、営業利益は35百万円（前年同期は２百万円

の利益）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３四半期連結会計期間末の総資産は256億80百万円となり、前連結会計年度末に比べ11億36百万円

（4.2%）減少致しました。  

（流動資産）  

 当第３四半期連結会計期間末における流動資産の残高は136億円となり、前連結会計年度末に比べ２億35

百万円（1.8％）増加致しました。  

 この増加の主な要因は、現金及び預金の減少（８億62百万円）及び受取手形の減少（４億２百万円）が

ありましたが、受注及び売上の増加に伴い売掛金の増加（８億66百万円）及びたな卸資産が増加（６億４

百万円）したこと等によるものであります。  

  

（固定資産）  

 当第３四半期連結会計期間末における固定資産の残高は120億79百万円となり、前連結会計年度末に比べ 

13億72百万円（10.2％）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（14億57百万

円）等によるものであります。  

  

（流動負債）  

 当第３四半期連結会計期間末における流動負債の残高は92億36百万円となり、前連結会計年度末に比べ

４億42百万円（5.0％）増加致しました。 

 この増加の主な要因は、短期借入金の返済が進んだことによる減少（２億98百万円）等がありました

が、受注増に伴い仕入が増加したことによる仕入債務の増加（６億10百万円）等によるものであります。

  

（固定負債）  

 当第３四半期連結会計期間末における固定負債の残高は81億26百万円となり、前連結会計年度末に比べ

９億１百万円（10.0％）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（８億23百万円）等によるものであ

ります。 

  

（純資産）  

 当第３四半期連結会計期間末における純資産の残高は83億16百万円となり、前連結会計年度末に比べ６

億77百万円（7.5％）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（84百万円）しましたが、利益剰余金が減少（７億62

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) 

 当社グループの資金状況は、当第３四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、前連結会計年度末に比べ５億97百万円減少し28億２百万円となりました。また、前第３四半期連結累

計期間の四半期末残高に比べ２億50百万円増加しました。  

 営業活動によるキャッシュ・フローで獲得した資金は、10億３百万円となりました。主な増加は、減価

償却費18億18百万円、仕入債務の増加５億86百万円、法人税等の還付額４億30百万円、及び貸倒引当金の

増加３億95百万円、主な減少は、売上債権の増加７億79百万円、税金等調整前四半期純利益△５億65百万

円、及びたな卸資産の増加５億58百万円であります。  

 投資活動によるキャッシュ・フローで使用した資金は、３億95百万円となりました。増加の主な内訳

は、有形固定資産の取得による支出６億28百万円、及び貸付による支出２億32百万円、減少の主な内訳

は、定期預金の減少２億65百万円であります。  

  財務活動によるキャッシュ・フローで使用した資金は、12億17百万円となりました。増加の主な内訳

は、長期借入金の返済による支出12億21百万円、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。  

  

第３四半期の連結業績を踏まえ、業績予想の見直しを行った結果、平成21年10月14日に発表しました平

成22年３月期の通期業績予想（連結・個別）を修正しております。 

詳細は、本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」を参照ください。 

  

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３四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３四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  

②四半期連結損益計算書関係 

    前第３四半期連結累計期間において、営業外費用の「その他」に含めていた「貸倒引当金繰入額」は、営業

外費用総額の100分の20を超えたため、当第３四半期連結累計期間では区分掲記することとしております。な

お、前第３四半期連結累計期間の営業外費用の「その他」に含まれる「貸倒引当金繰入額」は3,133千円であり

ます。 

  

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等 

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、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
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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３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,923,772 3,786,192

受取手形及び売掛金 4,637,827 4,174,040

商品及び製品 842,895 758,300

仕掛品 2,711,302 2,118,459

原材料及び貯蔵品 1,214,056 1,287,444

繰延税金資産 217,169 229,954

未収入金 859,873 390,610

その他 519,808 922,431

貸倒引当金 △326,207 △302,073

流動資産合計 13,600,499 13,365,359

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 8,325,377 8,282,912

減価償却累計額 △5,318,935 △5,158,340

建物及び構築物（純額） 3,006,441 3,124,572

機械装置及び運搬具 20,316,512 20,403,378

減価償却累計額 △15,550,281 △15,176,070

機械装置及び運搬具（純額） 4,766,231 5,227,308

工具、器具及び備品 6,269,389 6,426,322

減価償却累計額 △5,848,527 △5,848,148

工具、器具及び備品（純額） 420,861 578,173

土地 1,909,444 1,909,444

建設仮勘定 219,128 939,644

有形固定資産合計 10,322,107 11,779,143

無形固定資産   

その他 101,721 117,862

無形固定資産合計 101,721 117,862

投資その他の資産   

投資有価証券 488,663 424,713

繰延税金資産 115,602 10,341

その他 1,453,573 1,150,247

貸倒引当金 △401,822 △30,408

投資その他の資産合計 1,656,016 1,554,893

固定資産合計 12,079,845 13,451,899

資産合計 25,680,345 26,817,259
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,494,868 2,883,900

短期借入金 3,371,407 3,669,807

未払金 1,621,399 1,431,927

未払法人税等 126,565 129,120

賞与引当金 95,932 248,998

設備関係支払手形 2,957 4,871

リース資産減損勘定 233,460 233,460

その他 290,279 192,610

流動負債合計 9,236,870 8,794,697

固定負債   

長期借入金 6,816,871 7,640,307

繰延税金負債 227,326 148,773

退職給付引当金 62,257 49,473

役員退職慰労引当金 52,975 47,000

環境対策引当金 119,565 119,565

長期リース資産減損勘定 847,988 1,023,084

固定負債合計 8,126,984 9,028,203

負債合計 17,363,854 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 4,539,891 5,302,557

自己株式 △330,270 △330,270

株主資本合計 8,466,759 9,229,425

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 67,685 33,704

為替換算調整勘定 △217,954 △268,771

評価・換算差額等合計 △150,268 △235,067

純資産合計 8,316,490 8,994,358

負債純資産合計 25,680,345 26,817,259
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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：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第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) 

売上高 29,351,411 16,308,474

売上原価 25,903,618 15,124,627

売上総利益 3,447,793 1,183,846

販売費及び一般管理費   

販売手数料 100,408 69,849

広告宣伝費 17,435 12,113

荷造及び発送費 479,325 279,744

貸倒引当金繰入額 125,085 253,275

給料手当及び福利費 714,887 553,735

役員報酬 136,284 105,523

賞与引当金繰入額 32,284 15,140

役員賞与引当金繰入額 9,075 －

退職給付費用 25,223 34,830

役員退職慰労引当金繰入額 10,525 8,075

減価償却費 57,315 59,280

その他 471,424 655,431

販売費及び一般管理費合計 2,179,274 2,047,000

営業利益又は営業損失（△） 1,268,519 △863,153

営業外収益   

受取利息 6,423 7,436

受取配当金 4,944 4,576

受取賃貸料 16,868 20,863

為替差益 － 245,931

助成金収入 25,797 161,730

その他 21,739 32,081

営業外収益合計 75,773 472,618

営業外費用   

支払利息 118,337 136,586

為替差損 54,155 －

減価償却費 － 216,105

貸倒引当金繰入額 － 142,271

その他 74,726 36,285

営業外費用合計 247,220 531,249

経常利益又は経常損失（△） 1,097,073 △921,784

特別利益   

投資有価証券売却益 79,676 14,033

固定資産売却益 43,917 56,069

貸倒引当金戻入額 20,034 －

受取補償金 － 403,000

特別利益合計 143,627 473,103
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第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) 

特別損失   

固定資産売却損 － 436

固定資産除却損 19,689 7,435

リース解約損 20,164 －

投資有価証券売却損 157 5

減損損失 943,557 108,792

環境対策引当金繰入額 119,565 －

特別損失合計 1,103,133 116,670

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（△）

137,567 △565,350

法人税、住民税及び事業税 521,175 158,556

法人税等調整額 △79,153 △56,950

法人税等合計 442,021 101,606

四半期純損失（△） △304,453 △666,956
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第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) 

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（△）

137,567 △565,350

減価償却費 1,963,910 1,818,448

減損損失 943,557 108,792

有形固定資産売却損益（△は益） △43,917 △55,632

有形固定資産除却損 19,689 7,435

投資有価証券売却損益（△は益） △79,519 △14,028

貸倒引当金の増減額（△は減少） 108,185 395,546

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,487 8,920

前払年金費用の増減額（△は増加） 89,268 141,940

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 10,525 5,975

賞与引当金の増減額（△は減少） △449,047 △153,066

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △35,325 －

為替差損益（△は益） 51,308 △230,626

助成金収入 △25,797 △161,730

受取補償金 － △403,000

受取利息及び受取配当金 △11,367 △12,012

支払利息 118,337 136,586

売上債権の増減額（△は増加） 1,086,919 △779,576

たな卸資産の増減額（△は増加） △960,276 △558,849

仕入債務の増減額（△は減少） 1,052,776 586,507

未収消費税等の増減額（△は増加） 230,215 112,240

その他 △701,473 312,973

小計 3,513,025 701,494

利息及び配当金の受取額 19,661 15,168

利息の支払額 △96,244 △119,553

助成金の受取額 25,797 224,571

法人税等の支払額 △1,481,343 △248,570

法人税等の還付額 － 430,742

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,980,896 1,003,853
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第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) 

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） △2 265,412

投資有価証券の取得による支出 △96,327 △37,664

投資有価証券の売却による収入 206,378 47,909

有形固定資産の取得による支出 △1,798,075 △628,722

有形固定資産の売却による収入 73,780 176,544

無形固定資産の取得による支出 △23,192 △8,165

長期前払費用の取得による支出 △44,566 △4,300

貸付けによる支出 △100,000 △232,000

貸付金の回収による収入 24,000 23,120

その他 △74,585 2,152

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,832,590 △395,712

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） 180,000 △100,000

長期借入れによる収入 1,281,154 200,000

長期借入金の返済による支出 △1,048,130 △1,221,835

自己株式の取得による支出 △103,423 －

配当金の支払額 △283,043 △95,709

財務活動によるキャッシュ・フロー 26,556 △1,217,544

現金及び現金同等物に係る換算差額 △19,993 12,397

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 154,868 △597,006

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 2,551,138 2,802,007
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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３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20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29,782千円、工作機械が25,537千円  

それぞれ減少し、営業損失は環境機器が20,400千円、検査測定装置ほかが1,006千円それぞれ増加しており  

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2,369千円減少し、営業損失は環境  

機器が886千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94,954千円、工作機械が2,560千円  

それぞれ減少し、営業損失は環境機器が613千円、検査測定装置ほかが153千円それぞれ増加しております。 

  

(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

21,020,382 5,704,913 1,763,869 862,245 29,351,411 ― 29,351,411

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

1,013 468,943 466 451,575 921,998 (921,998) ―

計 21,021,396 6,173,856 1,764,335 1,313,821 30,273,410 (921,998) 29,351,411

営業利益又は営業損失(△) 776,873 714,146 △36,172 △62,174 1,392,672 (124,153) 1,268,519
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当第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、エキゾーストマニホールド、ラッシュアジャスター、エンジンバルブ他  

（2）機械装置…………………ワイヤソー、工作機械、検査測定装置他  

（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１四半期連結会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３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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

12,501,314 1,914,228 1,892,931 16,308,474 ― 16,308,474

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

1,061 848 235,476 237,386 (237,386) ―

計 12,502,375 1,915,077 2,128,407 16,545,860 (237,386) 16,308,474

営業利益又は営業損失（△) △215,676 △682,983 35,505 △863,153 ― △863,153

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

21,020,382 6,346,720 1,984,308 29,351,411 ― 29,351,411

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

1,013 468,770 440,141 909,924 (909,924) ―

計 21,021,396 6,815,490 2,424,449 30,261,336 (909,924) 29,351,411

営業利益 776,873 613,438 2,360 1,392,672 (124,153) 1,268,519
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【所在地別セグメント情報】 

前第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日)及び当第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) 

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３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20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、フィリピンほか  

（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) 6,873,325 2,547,138 9,420,463

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 29,351,411

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

23.4 8.7 32.1

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 4,251,331 2,042,956 6,294,287

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 16,308,474

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

26.1 12.5 38.6

(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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