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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

（注）当社グループは平成20年12月１日設立のため対前期増減率は記載しておりません。  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 76,868 ― 176 ― △389 ― △3,589 ―
21年3月期 18,006 ― △1,183 ― △967 ― △2,586 ―

1株当たり当期純利益 潜在株式調整後1株当た
り当期純利益

自己資本当期純利
益率

総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 △329.73 ― △13.1 △0.5 0.2
21年3月期 △237.82 ― △8.3 △1.2 △6.6

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  0百万円 21年3月期  5百万円

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 77,004 25,859 33.2 2,353.77
21年3月期 75,322 30,765 38.9 2,694.95

（参考） 自己資本   22年3月期  25,602百万円 21年3月期  29,310百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 2,470 △4,513 2,971 5,116
21年3月期 △2,434 △151 3,506 4,186

2.  配当の状況 

（注）平成22年３月期の配当原資には、資本剰余金が含まれております。詳細は、３ページ「資本剰余金を配当原資とする配当金の内訳」をご覧ください。 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― ― ― 14.00 14.00 154 ― 0.5
22年3月期 ― ― ― 30.00 30.00 326 ― 1.2
23年3月期 

（予想）
― ― ― 30.00 30.00 65.3

3.  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）

 

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 45,000 4.0 1,500 77.9 1,300 223.4 600 ― 55.16

通期 82,000 6.7 1,700 865.9 1,300 ― 500 ― 45.97
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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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は19ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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） 22年3月期 11,027,107株 21年3月期 11,027,107株
② 期末自己株式数 22年3月期  149,693株 21年3月期  151,173株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

（注）当社は平成20年12月１日設立のため対前期増減率は記載しておりません。  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 25,580 ― △1,002 ― △598 ― △6,749 ―
21年3月期 576 ― 393 ― 250 ― 256 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年3月期 △616.37 ―
21年3月期 23.27 ―

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 62,585 20,286 32.4 1,864.98
21年3月期 27,122 26,874 99.1 2,438.54

（参考） 自己資本 22年3月期  20,286百万円 21年3月期  26,874百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（当社の個別業績に関する特記事項） 
当社は、平成21年10月１日付で株式会社共立および新ダイワ工業株式会社を吸収合併し、純粋持株会社から事業会社へ移行しました。この結果、個別業
績は、平成21年３月期および平成22年３月期のうち平成21年４月から９月までが純粋持株会社の業績、平成21年10月から平成22年３月までが事業会社の
業績となっております。 
また、個別業績では当社が吸収合併消滅会社から受け入れた資産と負債の差額のうち株主資本の額と、当社が合併直前に保有していた吸収合併消滅会
社株式の帳簿価額との差額6,075百万円を、抱合せ株式消滅差損として特別損失に計上しておりますが、連結業績では合併までの間にすでに損失として
計上されているため、当該特別損失は計上されません。 
 
（業績予想の適切な利用に関する説明） 
業績予想につきましては、本資料の発表現在において入手可能な情報に基づき作成しております。実際の業績は、今後様々な要因によって予測数値と異
なる結果となる可能性があります。 
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資本剰余金を配当原資とする配当金の内訳 

 平成 22 年３月期の配当のうち、資本剰余金を配当原資とする配当金の内訳は、以下のとおりであります。 

（基準日） 期末 年間 

1株あたり配当金 
円 銭

30.00 

円 銭

30.00

配当金総額 
百万円

326

百万円

326

    （注） 純資産減少割合 0.015 
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(1)経営成績に関する分析 

（当期の経営成績）  

当連結会計年度の世界経済は、世界同時不況から中国をはじめとした新興国がいち早く抜け出し、米国においても

雇用や企業業績に改善の兆しが見られるなど総じて回復基調にありますが、自立性に乏しく本格的な回復には至りま

せんでした。 

国内においても、輸出や生産などの一部指標の持ち直しや、企業収益に改善の動きが見られるなど、緩やかながら

回復傾向にありますものの、設備余剰感は強く、また、雇用・所得環境も低迷が続くなど、依然、厳しい状況が続い

ております。 

また、為替相場は対ドル、対ユーロとも前年同期間に比べて円高で推移しました。  

当社グループが関連する市場においても前述の経済環境を受けて低迷する状況が続きました。 大市場である北米

の小型屋外作業用機械市場は景気後退のあおりを受けて刈払機などを中心に需要が落ち込みました。また、国内では

農業機械市場において「食料供給力向上緊急機械リース支援事業」等の補助事業が業界を後押ししたものの、一方で

低温・長雨といった天候不順や農産物価格の低迷などの影響によって市場全体では出荷が減少し、一般産業用機械市

場は不況の直撃を受けて民間の設備投資が大きく減退し、更には公共事業の縮減も相俟って引き続き厳しい販売環境

で推移しました。 

このような経営環境の中で当社グループは、早期に経営統合シナジーを 大化するため、平成21年10月1日に完全子

会社である株式会社共立と新ダイワ工業株式会社を吸収合併し、一層の合理化および効率化を強力に推進しました。 

販売面においては、海外では、販売ネットワークの再編作業を重点的に行い、各地域で販売代理店会議を開催する

など新たな販売基盤の整備に向けた活動を展開しました。国内では販売子会社の拠点の整理、統合を進めるととも

に、やまびこ設立を記念した販売キャンペーンおよび新製品の拡販施策を実施するなど、売上の確保に努めました。 

また、生産面では為替変動にも耐えうるコスト構造構築のため、一部主力機種の海外生産移管や購買機能一元化の

促進を図り、製品開発面においては各ブランドの相互補完によるラインナップのスリム化を進めるなど、諸施策を通

じて統合シナジーを追及する一方で、グループをあげて総原価低減や経費削減に積極的に取り組みました。 

以上のような事業活動を展開した結果、当連結累計期間の売上高は768億68百万円で、その内訳は、国内売上高313

億98百万円、海外売上高は454億69百万円となり、このうち米州の売上高は353億円、米州以外の海外売上高は101億69

百万円となりました。 

損益面においては、グループを挙げた総原価低減を進めて利益確保に努めましたが、合併に伴う一時的な費用の発

生などがあり、営業利益１億76百万円、経常損失３億89百万円となりました。 

また、合併に伴う事業再編損失（特別損失）や繰延税金資産の取崩しによる法人税等調整額の計上などの影響によ

り35億89百万円の当期純損失となりました。 

  

（セグメント別の売上状況）  

 ①小型屋外作業機械部門  

国内は、天候不順、景気後退に伴う農外収入の減少や、農政動向を見極めるための買い控えなどの影響によって

需要が減退する市場環境の中、当社グループは新型オートスタートタイプ刈払機の市場投入や、やまびこ設立を記

念した拡販施策の実施、および造園ルートなどの既存販路の深耕を図ったことなどにより、主力の刈払機や、ヘッ

ジトリマー、パワーブロワーが売上を伸ばしました。 

海外は、世界中に広がった景気後退が屋外作業機械市場にも影響を及ぼし、各地域で需要低下に見舞われたこと

や販売網の再編に伴う一時的な販売の落ち込みに加え、円高の影響で非常に厳しい状況となりました。そのような

状況の中で当社グループは、各地域ごとのきめの細かい販売・サービス支援活動を展開し、主力市場である北米に

おいては大手流通小売業者ホームデポ向けの売上が回復するなど健闘しましたが、売上は低迷しました。 

 その結果、小型屋外作業用機械部門の売上高は444億７百万円となりました。 

  

 ②農業用管理機械部門 

国内は、乗用管理機が農林水産省補正予算の「食料供給力向上緊急機械リース支援事業」対象機種となったこと

で売上に貢献しましたが、主力製品であるスピードスプレーヤが果樹市況低迷の影響で不振だったことに加えて、

天候不順や農産物価格の低迷により市場全体の需要が落ち込んだことで低調でした。 

海外では、市況の悪化に加え、需要層である自治体等の予算削減が影響しチッパーシュレッダーが前年に比べて

大きく売上を落としましたが、大豆・じゃがいもの小売価格上昇に伴い、大型収穫用機械が好調に推移しました。 

その結果、農業用管理機械部門の売上高は138億74百万円となりました。 

  

 ③一般産業用機械部門 

国内では、民間設備投資の抑制に加え、公共事業の継続的な削減により、主力販売先である建機レンタル業界で

１．経営成績
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の資産購入が極端に減少するなど需要は大きく減退し、引き続き不振でした。 

海外では、北米における建設関連の景気回復の遅延などの影響により、厳しい販売環境でした。 

その結果、一般産業用機械部門の売上高は51億１百万円となりました。 

  

 ④その他部門 

国内は、アフターサービス用部品の販売が伸長しました。海外では、主に北米においてアフターサービス用部品

が売上を伸ばす一方でアクセサリーなどの販売が低迷しました。 

その結果、その他部門の売上高は134億85百万円となりました。 

  

（次期の見通し） 

次期の見通しにつきましては、世界経済は新興国経済の牽引などによって景気回復が鮮明になると予測されます

が、政策面に支えられた要素が大きく自立的回復までには時間を要すると見込まれることから、景気の回復ペースは

緩やかなものにとどまるとみられております。わが国経済についても景気は持ち直しの動きが続き、底堅さを増して

いるものの、本格的回復にはなお時間がかかるものと予想されます。 

当社グループが関連する市場につきましては、国内外市場とも全般的に回復の足取りは重く、また、為替相場も依

然、不透明感が拭えないことからも、予断を許さない状況が続くものと予想されます。 

このような環境の下、当社グループは、次期を経営統合の目的である企業規模拡大による経営基盤の強化により、

事業の継続的発展を可能とする国際競争力を身につけるための基盤を確立する年と位置づけ、経営資源の一元化の促

進と経営統合によるシナジーを早期に 大化するための継続的な取り組みに加え、将来にわたっても業績の安定・向

上を可能にする堅固な収益体質構築のため、新たに社長を統括責任者とした「緊急構造改革プロジェクト」を立ち上

げ、全社的な業務および業務プロセスの見直しによる事業構造の転換を推進し、一層の経営効率向上と同時に、固定

費などのあらゆる項目での経費削減に徹底的に取り組んでまいります。 

  次期は、主に米国での市況の回復や販売網再編の効果などにより売上が伸長するとともに、経営統合シナジーの具現

化や経費削減のための諸施策により利益水準が大きく改善されるものと見込んでおります。 

以上の状況を踏まえた、通期の連結業績予想は、次表のとおりです。 

なお、本業績予想における輸出為替レートは、１米ドル90円、１ユーロ120円を前提としております。 

 平成23年３月期連結通期予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

(単位：百万円)

  

(2)財政状態に関する分析 

（資産、負債および純資産の状況） 

当期末における資産合計は、770億4百万円となり、前期末比16億81百万円増加いたしました。その主な要因は、た

な卸資産の増加36億35百万円、受取手形及び売掛金の減少14億78百万円によるものです。 

負債合計は511億45百万円となり、前期末比65億87百万円増加いたしました。その主な要因は、支払手形及び買掛金

の増加31億17百万円、借入金の増加33億12百万円であります。 

純資産合計は258億59百万円となり、前期末比49億５百万円減少いたしました。その主な要因は、利益剰余金の減少

により株主資本が37億82百万円減少したことおよび少数株主持分が11億98百万円減少したことによるものです。 

以上の結果、当期末における自己資本比率は、33.2％となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当期末における現金および現金同等物の残高は、前期末より９億30百万円増加し51億16百万円となりました。な

お、当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す。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増加34億13百万円、仕入債務の増加36億22百万円、減価償却

費の計上36億12百万円等により、24億70百万円の収入となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得26億73百万円、連結子会社株式追加取得15億７百万円、新

規連結子会社取得８億60百万円等により、45億13百万円の支出となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加56億44百万円、長期借入金の返済28億10百万円等によ

  平成22年3月期 

実績（a） 

平成23年3月期 

見通し(b) 

増減率 

（ｂ－a）/(a) 

売上高 76,868 82,000 6.7%

営業利益 176            1,700 865.9%

経常利益 △ 389                      1,300 ―

当期純利益 △3,589                        500 ―
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り、29億71百万円の収入となりました。 

  

（参考）キャッシュフローの関連指標 

（注）自己資本比率：自己資本／総資産 

   時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

   キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュフロー 

   インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュフロー／利払い 

※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値によって算出しております。 

※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

※ 営業キャッシュフローは、連結キャッシュフロー計算書の営業活動によるキャッシュフローを使用しております。また、利払いについては、

連結キャッシュフロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

  

(3)利益配分に関する基本方針および当期・次期の配当 

当社の剰余金の配当につきましては、安定配当の継続を基本とし、連結業績に応じた利益還元を加味するととも

に、経営環境や財務状況、将来の事業展開に備えた内部留保の充実などを総合的に勘案して決定することを方針とし

ております。また、当社の剰余金の配当は年１回の期末配当を基本といたしますが、その他別途基準日を定めて配当

ができる旨を定款に定めております。 

当期の１株当たり期末配当金につきましては、１株当たり30円の普通配当とさせていただく予定でおります。 

次期の１株当たり年間配当金につきましても、当期と同様の１株当たり30円の普通配当を予定しております。 

  

  平成21年３月期 平成22年３月期 

自己資本比率（％） 38.9 33.2 

時価ベースの自己資本比率（％） 16.6 16.3 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） ― 9.4 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） ― 5.6 
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 当社の企業集団は、株式会社やまびこ、連結子会社18社および非連結子会社７社で構成され、小型屋外作業機械（刈

払機、チェンソーなど）、農業用管理機械（乗用管理機、スピードスプレーヤなど）および一般産業用機械（発電機、

溶接機など）の製造、販売を主な事業内容としております。  

 当社グループの事業に係わる主な関係会社の概要と位置付けは、次のとおりであります。 

  

（注）１．議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数を表示しています。 

   ２．平成21年８月31日付で、株式会社こだまは「やまびこ産業機械株式会社」に商号変更しております。 

   ３．平成21年10月１日付で、共立愛可機械（深圳）有限公司は「愛可機械（深圳）有限公司」に、北海道共立エコー株式会社は「やま

びこ北海道株式会社」に、東北共立エコー株式会社は「やまびこ東北株式会社」に、東部共立エコー株式会社は「やまびこ東部株

式会社」に、中部共立エコー株式会社は「やまびこ中部株式会社」に、西部共立エコー株式会社は「やまびこ西部株式会社」に、

九州共立エコー株式会社は「やまびこ九州株式会社」に、エコーレンテックス株式会社は「やまびこレンテックス株式会社」に、

それぞれ商号変更しております。 

   

２．企業集団の状況

名  称 住  所 
資本金また
は出資金

（百万円）
主要な事業の内容

議決権の
所有割合
（％） 

関係内容

エコー・インコーポレイテッド アメリカ・イリノイ州・
レイクズーリック 

千米ドル
21,000

農林業機械の製造
と販売 100.0

当社製品のアメリカでの製造
販売 

ゴールデンイーグルディストリビ
ューティング 

アメリカ・カリフォルニ
ア州・ロックリン 

千米ドル
58

農林業機械の販売
100.0

（100.0） 当社製品のアメリカでの販売

クレイリー・インダストリーズ アメリカ・ノースダコタ
州・ウエストファーゴ 

千米ドル
8,000

農林業機械の製造
と販売 

87.5
（87.5） 当社製品のアメリカでの販売

クイック・プロダクツインク アメリカ・アリゾナ州・
フェニックス 

千米ドル
1,000

農林業機械の製造
と販売 

100.0
（100.0） 

当社製品の製造 

新ダイワ・インコーポレイテッド
アメリカ・オレゴン州・
トュアラティン 

千米ドル
6,775

農林業機械および
一般産業用機械の
販売 

100.0 当社製品のアメリカでの販売

新ダイワプロパティ・エルエルシ
ー 

アメリカ・オレゴン州・
トュアラティン 

千米ドル
600

製品等の物流倉庫
の管理 

50.0
（50.0） 

当社製品等のアメリカでの物
流倉庫の管理 

愛可機械（深圳）有限公司 中華人民共和国広東省深
圳市 

千人民元
16,553

農林業機械の製造
と販売 100.0 当社製品および部品の製造

やまびこ北海道㈱ 北海道札幌市 25 農林業機械の販売 100.0 当社製品の国内販売

やまびこ東北㈱ 宮城県仙台市 28 農林業機械の販売 100.0 当社製品の国内販売

やまびこ東部㈱ 東京都青梅市 53 農林業機械の販売 100.0 当社製品の国内販売

やまびこ中部㈱ 愛知県清須市 23 農林業機械の販売 100.0 当社製品の国内販売

やまびこ西部㈱ 岡山県岡山市 50 農林業機械の販売 100.0 当社製品の国内販売

やまびこ九州㈱ 福岡県大野城市 20 農林業機械の販売 100.0 当社製品の国内販売

やまびこ産業機械㈱ 広島県広島市 50
一般産業用機械の
販売 100.0  当社製品の国内販売 

やまびこレンテックス㈱ 東京都青梅市  50
農林業機械のレン
タル・技術サービ
ス 

100.0  当社製品のレンタル・技術サ
ービス  

追浜工業㈱ 神奈川県横須賀市 25
農林業機械の製造
と販売 100.0 当社製品の部品製造

双伸工業㈱ 東京都青梅市 20
農林業機械の製造
と販売 100.0 当社製品の部品製造

㈱ニューテック 長野県長野市 20
農林業機械の製造
と販売 100.0 当社製品の部品製造
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 当社グループの事業の系統図は次の通りであります。 

 ㈱やまびこグループ事業系統図  
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(1)会社の経営の基本方針 

  当社は、小型屋外作業機械を中心に、農業用管理機械および一般産業用機械を事業の柱とした機械器具メーカーグル

 ープとしてグループ全体の企業価値を高め、全てのステークホルダーの期待に応えていくとともに、企業活動を通じて

 社会に貢献してまいりたいと考えております。 

  

(2)中長期的な会社の経営戦略および会社の対処すべき課題 

  当社は、今般の世界経済の急速な悪化に起因する当社グループ関連事業の国際的な市況の冷え込みや円高の進行な 

  ど、当社グループを取り巻く環境が予想を超えて厳しさを増す状況に鑑み、業務の効率化・合理化および企業風土の融

  合を一層加速させ、いち早く経営資源の一元化を図り、経営統合シナジーを早急に 大化するために、平成21年10月１

  日を効力発生日として株式会社共立と新ダイワ工業株式会社を吸収合併し、事業会社化いたしました。 

  本合併も含め、今後の当社グループの「中長期的な会社の経営戦略」および「会社の対処すべき課題」は以下の通  

 り当社設立時の基本戦略と同様であります。  

  

 ① 共立と新ダイワ工業が持つ「ECHO」、「shindaiwa」および「KIORITZ」の３つのブランド力を 大限に活かしなが

  ら、それぞれの特徴ある販売・物流ネットワークを有効に活用したグローバルなマーケティング戦略を展開して事業

  の拡大と効率化を図ります。  

  

  ② 小型エンジン製品の開発・製造技術、防除機関連技術および発電体応用技術など、それぞれ固有の優れた技術を共

  有、融合することにより、開発投資と製品化期間を抑えながら、より多様化する市場に向けて製品ラインアップの拡

  充を図ります。  

  

 ③ 共立と新ダイワ工業が保有する独自の生産施設、製造技術および資材調達ネットワークを有機的に結合、または共

  有することにより製品品質と生産性の向上を目指すとともに、スケールメリットも活かした原価低減を図ります。  

  

 ④ やまびこ、共立および新ダイワ工業の財務や情報システムを含むあらゆる管理業務についてグループとしての全体

  適を求めた見直しを行い、必要に応じて再編、統廃合を進めて順次業務の効率化を図ります。  

  

 ⑤ 業容の拡大、または市場や業界の変化に迅速かつ的確に対応するため、事業の再編にも機動的に取り組み、より強

  固な財務体質と安定した収益基盤の構築を図ります。 

  

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,186 5,116

受取手形及び売掛金 14,948 13,470

有価証券 164 224

商品及び製品 20,066 24,032

仕掛品 853 1,035

原材料及び貯蔵品 4,868 4,355

繰延税金資産 627 －

その他 1,797 1,886

貸倒引当金 △335 △470

流動資産合計 47,178 49,652

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 23,546 23,886

減価償却累計額 △14,946 △15,483

建物及び構築物（純額） 8,599 8,403

機械装置及び運搬具 15,109 15,439

減価償却累計額 △11,258 △11,581

機械装置及び運搬具（純額） 3,850 3,857

土地 8,469 8,898

リース資産 105 149

減価償却累計額 △11 △22

リース資産（純額） 94 127

建設仮勘定 366 105

その他 22,727 23,071

減価償却累計額 △20,454 △21,284

その他（純額） 2,272 1,786

有形固定資産合計 23,653 23,179

無形固定資産   

のれん 71 262

その他 482 516

無形固定資産合計 553 778

投資その他の資産   

投資有価証券 2,741 2,886

長期貸付金 10 6

繰延税金資産 501 －

その他 1,764 1,546

貸倒引当金 △1,079 △1,044

投資その他の資産合計 3,937 3,394
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

固定資産合計 28,144 27,352

資産合計 75,322 77,004

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 14,025 17,143

短期借入金 11,470 17,400

1年内返済予定の長期借入金 3,514 2,535

リース債務 18 109

未払金 4,022 3,618

未払法人税等 184 89

繰延税金負債 1 －

製品保証引当金 286 134

事業整理損失引当金 26 －

その他 466 365

流動負債合計 34,016 41,396

固定負債   

長期借入金 4,967 3,328

リース債務 82 105

繰延税金負債 234 1,944

役員退職慰労引当金 265 －

退職給付引当金 4,704 4,137

負ののれん 122 95

その他 165 137

固定負債合計 10,541 9,748

負債合計 44,557 51,145

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,000 6,000

資本剰余金 9,904 9,910

利益剰余金 14,785 10,985

自己株式 △149 △137

株主資本合計 30,540 26,758

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 304 456

繰延ヘッジ損益 △24 △12

為替換算調整勘定 △1,510 △1,599

評価・換算差額等合計 △1,229 △1,155

少数株主持分 1,455 256

純資産合計 30,765 25,859

負債純資産合計 75,322 77,004
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（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

売上高 18,006 76,868

売上原価 13,480 56,115

売上総利益 4,525 20,753

販売費及び一般管理費 5,708 20,577

営業利益又は営業損失（△） △1,183 176

営業外収益   

受取利息 67 141

受取配当金 8 6

為替差益 397 －

持分法による投資利益 5 0

その他 52 254

営業外収益合計 532 401

営業外費用   

支払利息 96 443

為替差損 － 342

創立費償却 39 －

開業費償却 100 －

その他 79 181

営業外費用合計 316 967

経常損失（△） △967 △389

特別利益   

固定資産売却益 5 15

投資有価証券売却益 3 －

貸倒引当金戻入額 － 16

その他 － 0

特別利益合計 8 32

特別損失   

前期損益修正損 113 1

固定資産除売却損 94 132

減損損失 11 43

事業再編損 814 624

その他 1 20

特別損失合計 1,036 822

税金等調整前当期純損失（△） △1,994 △1,179

法人税、住民税及び事業税 62 785

法人税等調整額 557 1,434

法人税等合計 619 2,220

少数株主利益又は少数株主損失（△） △27 188

当期純損失（△） △2,586 △3,589
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 5,207 6,000

当期変動額   

株式移転による増加 792 －

当期変動額合計 792 －

当期末残高 6,000 6,000

資本剰余金   

前期末残高 6,273 9,904

当期変動額   

株式移転による増加 3,631 －

自己株式の処分 0 6

当期変動額合計 3,631 6

当期末残高 9,904 9,910

利益剰余金   

前期末残高 18,107 14,785

当期変動額   

剰余金の配当 △344 △152

当期純損失（△） △2,586 △3,589

連結範囲の変動 － △58

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △390 －

当期変動額合計 △3,321 △3,800

当期末残高 14,785 10,985

自己株式   

前期末残高 △1 △149

当期変動額   

株式移転による増加 △142 －

自己株式の取得 △5 △5

自己株式の処分 0 17

当期変動額合計 △148 12

当期末残高 △149 △137

株主資本合計   

前期末残高 29,586 30,540

当期変動額   

株式移転による増加 4,280 －

剰余金の配当 △344 △152

当期純損失（△） △2,586 △3,589

連結範囲の変動 － △58

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △390 －

自己株式の取得 △5 △5
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

自己株式の処分 0 23

当期変動額合計 953 △3,781

当期末残高 30,540 26,758

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 424 304

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △120 151

当期変動額合計 △120 151

当期末残高 304 456

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 66 △24

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △90 11

当期変動額合計 △90 11

当期末残高 △24 △12

為替換算調整勘定   

前期末残高 △1,463 △1,510

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △46 △89

当期変動額合計 △46 △89

当期末残高 △1,510 △1,599

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △973 △1,229

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △256 74

当期変動額合計 △256 74

当期末残高 △1,229 △1,155

少数株主持分   

前期末残高 1,609 1,455

当期変動額   

株式移転による増加 45 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △200 △1,198

当期変動額合計 △154 △1,198

当期末残高 1,455 256
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 30,223 30,765

当期変動額   

株式移転による増加 4,325 －

剰余金の配当 △344 △152

当期純損失（△） △2,586 △3,589

連結範囲の変動 － △58

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △390 －

自己株式の取得 △5 △5

自己株式の処分 0 23

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △456 △1,124

当期変動額合計 542 △4,905

当期末残高 30,765 25,859
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純損失（△） △1,994 △1,179

減価償却費 1,042 3,612

負ののれん償却額 △8 △26

のれん償却額 2 48

退職給付引当金の増減額（△は減少） △122 △566

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △83 △242

貸倒引当金の増減額（△は減少） 85 117

事業再編損失 749 624

受取利息及び受取配当金 △76 △147

支払利息 96 443

為替差損益（△は益） 160 △51

持分法による投資損益（△は益） △5 △0

売上債権の増減額（△は増加） 5,577 1,041

未収消費税等の増減額（△は増加） △117 105

破産更生債権等の増減額（△は増加） 8 13

仕入債務の増減額（△は減少） △5,239 3,622

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,776 △3,413

製品保証引当金の増減額（△は減少） 286 △135

投資有価証券売却損益（△は益） △3 △0

投資有価証券評価損益（△は益） 1 －

固定資産除売却損益（△は益） 89 116

減損損失 11 43

その他の流動資産の増減額（△は増加） 335 754

その他の流動負債の増減額（△は減少） △340 △803

その他の資産・負債の増減額 33 286

小計 △2,288 4,262

利息及び配当金の受取額 77 148

利息の支払額 △93 △448

事業再編による支出 － △606

法人税等の支払額 △129 △885

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,434 2,470
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

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 △4 △125

有価証券の売却による収入 4 165

投資有価証券の取得による支出 △21 △59

投資有価証券の売却による収入 100 11

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出 － △860

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

904 －

子会社株式の取得による支出 － △1,507

有形及び無形固定資産の取得による支出 △1,778 △2,673

有形固定資産の除却による支出 △26 －

有形及び無形固定資産の売却による収入 28 55

その他の支出 △7 －

その他の収入 7 －

信託受益権の売却による収入 646 149

貸付けによる支出 △1 △9

貸付金の回収による収入 5 45

保険積立金の積立による支出 △6 △5

保険積立金の払戻による収入 － 283

その他 － 17

投資活動によるキャッシュ・フロー △151 △4,513

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） 2,348 5,644

長期借入れによる収入 2,001 419

長期借入金の返済による支出 △477 △2,810

自己株式の取得による支出 △4 △12

自己株式の売却による収入 0 0

配当金の支払額 △344 △150

リース債務の返済による支出 △17 △38

その他 0 19

少数株主への配当金の支払額 － △100

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,506 2,971

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5 133

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 914 1,061

現金及び現金同等物の期首残高 3,271 4,186

現金及び現金同等物の期末残高 4,186 5,116
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 該当事項はありません。 

  

（5）継続企業の前提に関する注記
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（6）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前連結会計年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１ 連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の数 21社 

(2) 連結子会社名 

（国内子会社）㈱共立、新ダイワ工業㈱、北海道

共立エコー㈱、東北共立エコー㈱、東部共立エコ

ー㈱、中部共立エコー㈱、西部共立エコー㈱、九

州共立エコー㈱、追浜工業㈱、エコーレンテック

ス㈱、双伸工業㈱、㈱ニューテック、新ダイワエ

ンジニアリング㈱、新ダイワビジネスサポート㈱

以上14社 

（在外子会社）エコー・インコーポレイテッド、

新ダイワ・インコーポレイテッド、ゴールデンイ

ーグルディストリビューティング、クレイリー・

インダストリーズ、共立愛可機械（深圳）有限公

司、新大華機械股份有限公司、新ダイワプロパテ

ィ・エルエルシー、以上７社 

(3) 主要な非連結子会社の名称等 

主要な非連結子会社は、エコー産業㈱でありま

す。非連結子会社について連結の範囲から除いた

理由は非連結子会社５社は、いずれも小規模会社

であり、合計の総資産、売上高、当期純損益(持分

に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）

等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼ

していないためであります。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

１ 連結の範囲に関する事項 

(1) 連結の範囲の変更 

第２四半期連結会計期間において、休眠会社であ

った完全子会社㈱こだま（非連結）の商号及び事

業目的の変更を行い、やまびこ産業機械㈱として

事業を開始することとしたため、新たに連結の範

囲に含めております。 

  また、平成21年10月１日付で当社が㈱共立と新ダ

イワ工業㈱を吸収合併したことを契機として、やま

びこエンジニアリング㈱、新ダイワビジネスサポー

ト㈱及び新大華機械股份有限公司（台湾）は事業縮

小等により重要性が無くなったため、３四半期連結

会計期間より、連結の範囲から除外しております。

なお、やまびこエンジニアリング㈱は平成21年10月

１日付で新ダイワエンジニアリング㈱から商号を変

更しております。 

  さらに、当社子会社でありますエコー・インコー

ポレイテッド（アメリカ）がクイック・プロダク

ツ・インク（アメリカ）の株式を新たに取得したた

め当第３四半期連結会計期間より、連結範囲に含め

ております。  

(2) 連結子会社の数 18社 

(3) 連結子会社名 

 平成21年10月１日付で当社が㈱共立と新ダイワ

工業㈱を吸収合併したことを契機として子会社の

商号を変更いたしました。変更内容は、「2.企業

集団の状況」の注２、３に記載しております。 

（国内子会社）やまびこ北海道㈱、やまびこ東北

㈱、やまびこ東部㈱、やまびこ中部㈱、やまびこ

西部㈱、やまびこ九州㈱、やまびこ産業機械㈱、

追浜工業㈱、やまびこレンテックス㈱、双伸工業

㈱、㈱ニューテック、以上11社 

（在外子会社）エコー・インコーポレイテッド、

新ダイワ・インコーポレイテッド、ゴールデンイ

ーグルディストリビューティング、クレイリー・

インダストリーズ、クイック・プロダクツ・イン

ク、愛可機械（深圳）有限公司、新ダイワプロパ

ティ・エルエルシー、以上７社 

(4) 主要な非連結子会社の名称等 

主要な非連結子会社は、エコー産業㈱でありま

す。非連結子会社について連結の範囲から除いた

理由は非連結子会社７社は、いずれも小規模会社

であり、合計の総資産、売上高、当期純損益(持分

に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）

等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼ

していないためであります。 
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前連結会計年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

２ 持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法適用非連結子会社名 

該当事項はありません。 

(2) 持分法を適用した関連会社名 

持分法を適用した関連会社は、㈱エスディサービ

ス１社であります。 

(3) 持分法を適用しない非連結子会社 

持分法を適用していない非連結子会社は、エコー

産業㈱他４社ありますが、それぞれ当期純損益及

び利益剰余金等に及ぼす影響が、軽微であり、か

つ、全体としても重要性がないため、持分法の適

用から除外しております。 

  

２ 持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法適用関連会社の変更 

第１四半期連結会計期間において、持分法適用関

連会社であった㈱エスデイサービスにつきまして

は、第２四半期連結会計期間において持分を全て

譲渡したことにより、持分法適用の範囲から除外

しております。 

(2) 持分法適用非連結子会社名 

該当事項はありません。 

(3) 持分法を適用した関連会社名 

該当事項はありません。 

(4) 持分法を適用しない非連結子会社 

持分法を適用していない非連結子会社は、エコー

産業㈱他６社ありますが、それぞれ当期純損益及

び利益剰余金等に及ぼす影響が、軽微であり、か

つ、全体としても重要性がないため、持分法の適

用から除外しております。 

(5) 持分法を適用しない関連会社 

該当事項はありません。 
 

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社の決算日が、連結決算日と異なる会社は

在外子会社のうちエコー・インコーポレイテッド、

ゴールデンイーグルディストリビューティング、ク

レイリー・インダストリーズ、共立愛可機械（深

圳）有限公司（以下、「決算日の異なる在外子会

社」という）で、決算日は12月31日であります。 

決算日の異なる在外子会社については、同決算日現

在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に重要な

取引が生じた場合は、連結上必要な調整を行ってお

ります。また、決算日の異なる在外子会社のうち共

立愛可機械（深圳）有限公司を除き、11月30日から

12月31日へ決算日を変更いたしました。なお、連結

財務諸表の作成にあたっては、決算日の異なる在外

子会社の平成20年12月1日から平成20年12月31日まで

の１カ月間の損益等を取り込んでおります。 

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社の決算日が、連結決算日と異なる会社は

在外子会社のうちエコー・インコーポレイテッド、

ゴールデンイーグルディストリビューティング、ク

レイリー・インダストリーズ、クイック・プロダク

ツ・インク、愛可機械（深圳）有限公司（以下、

「決算日の異なる在外子会社」という）で、決算日

は12月31日であります。 

決算日の異なる在外子会社については、同決算日現

在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に重要な

取引が生じた場合は、連結上必要な調整を行ってお

ります。 

４ 会計処理基準に関する事項 

(a）重要な資産の評価基準及び評価方法 

(1) たな卸資産 

 製品・商品・仕掛品 

 …総平均法による原価法 

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切

り下げの方法により算定） 

原材料・補用部品・貯蔵品 

…主に 終仕入原価法による原価法 

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切

り下げの方法により算定） 

(2) 有価証券 

① 満期保有目的の債券 

…償却原価法（定額法） 

４ 会計処理基準に関する事項 

(a）重要な資産の評価基準及び評価方法 

(1) たな卸資産 

 製品・商品・仕掛品 

同左 

  

  

原材料・補用部品・貯蔵品 

同左 

  

  

(2) 有価証券 

① 満期保有目的の債券 

同左 
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前連結会計年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

②その他有価証券  

時価のあるもの 

期末日の市場価格に基づく時価法（評価差

額は全部純資産直入法、売却原価は移動平

均法により算定） 

②その他有価証券  

時価のあるもの 

同左 

  

  

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

(3) デリバティブ 

時価法 

(3) デリバティブ 

同左 

(b）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

(1)有形固定資産（リース資産を除く）……定率法 

※平成10年４月１日以後に新規取得した建物（建物

附属設備を除く）の償却方法は定額法によっており

ます。（在外子会社を除く） 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりです。 

  建物及び構築物      ３～50年 

  機械装置及び工具器具備品  ２～20年 

（追加情報） 

機械及び装置については平成20年度税制改正を契機

に一部耐用年数を変更しております。なおこれによ

る損益に与える影響は軽微であります。 

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）……定額法 

ただし、ソフトウェア（自社利用分）について

は、社内における利用可能期間（５年）に基づく

定額法によっております。 

（追加情報） 

当社及び㈱共立、新ダイワ工業㈱の合併に伴う基幹

システムの統廃合が平成22年4月に実施される見込

みになったため、新ダイワ工業㈱所有の基幹統合シ

ステムに関連するソフトウェアについて利用可能期

間を従来の5年から2年に変更しました。 

そのため、当該ソフトウェアの見込利用期間が著し

く短くなったことによる経済価値の減少額628百万

円を特別損失の事業再編損に計上しております。 

これにより、従来の方法によった場合に比べて、税

金等調整前当期純損失が628百万円増加しておりま

す。 

(3) リース資産 

…所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る

リース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす

る定額法を採用しております。 

なお、リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リース取

引のうち、リース取引開始日が企業会計基準第

13号「リース取引に関する会計基準」の適用初

年度開始前のリース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

(b）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

(1)有形固定資産（リース資産を除く））……定率法 

同左 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）……定額法 

ただし、ソフトウェア（自社利用分）について

は、社内における利用可能期間（５年）に基づく

定額法によっております。 

           ―  

                

             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(3) リース資産 

同左 
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前連結会計年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

(c）重要な引当金の計上基準 

(1) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年

度末における退職給付債務及び年金資産の見込

額に基づき計上しております。 

（㈱共立及びその連結子会社） 

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）によ

る定額法により翌連結会計年度から費用処理す

ることとしております。 

過去勤務債務については、発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）によ

る定額法によって費用処理しております。 

（新ダイワ工業㈱） 

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年数（15年）によ

る定額法により翌連結会計年度から費用処理す

ることとしております。 

過去勤務債務については、発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年数（15年）によ

る定額法によって費用処理しております。 

(c）重要な引当金の計上基準 

(1) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年

度末における退職給付債務及び年金資産の見込

額に基づき計上しております。 

なお期末日現在、人事処遇制度が統一されてい

ないため、被合併会社の制度が引き続き適用さ

れております。  

（被合併会社㈱共立及びその連結子会社） 

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）によ

る定額法により翌連結会計年度から費用処理す

ることとしております。 

過去勤務債務については、発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）によ

る定額法によって費用処理しております。 

（被合併会社新ダイワ工業㈱） 

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年数（15年）によ

る定額法により翌連結会計年度から費用処理す

ることとしております。 

過去勤務債務については、発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年数（15年）によ

る定額法によって費用処理しております。 

  

（会計方針の変更）  

 当連結会計年度より、「「退職給付に係る会計基

準」の一部改正（その３）」（企業会計基準第19号

平成20年７月31日）を適用しております。 

 この変更による当連結会計年度の損益に与える影

響はありません。  

  

(2) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に備えるため、連結子

会社の一部は内規に基づく期末要支給額を計上

しております。 

（追加情報） 

連結子会社の㈱共立は、平成21年２月27日開催

の定時株主総会において退職慰労金制度を廃止

し、廃止時までの在任期間に応じた退職慰労金

を退任時に支給することを決議いたしました。 

(2) 役員退職慰労引当金 

被合併会社新ダイワ工業㈱の退職慰労金制度の

廃止をもって、全額取崩しております。 

（追加情報） 

被合併会社の新ダイワ工業㈱は、平成21年６月

17日開催の定時株主総会において役員退職慰労

金制度を廃止し、廃止時までの在任期間に応じ

た退職慰労金を退任時に支給することを決議い

たしました。 

(3) 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回収可能性を勘

案し、回収不能見込額を計上しております。 

(3) 貸倒引当金 

同左 
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前連結会計年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

(4) 製品保証引当金 

製品のアフターサービスによる費用支出に備え

るため、過去の実績を基準として発生見込額を

計上しております。 

(5) 事業整理損失引当金 

事業再編に伴い今後発生が見込まれる費用につ

いて、合理的に見積もられる金額を計上してお

ります。 

(4) 製品保証引当金 

同左 

  

  

(5) 事業整理損失引当金 

            ―  

(d）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算

の基準 

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相

場により円貨に換算し、換算差額は損益として処

理しております。なお、在外子会社等の資産及び

負債は、それぞれの決算日の直物為替相場により

円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場によ

り円貨に換算し、換算差額は純資産の部における

為替換算調整勘定及び少数株主持分に含めており

ます。 

(d）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算

の基準 

 同左 

  

(e）繰延資産の処理方法 

創立費及び開業費 

支出時に全額費用として処理しております。 

(f）重要なヘッジ会計の方法 

(1) ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっております。なお、為替

予約等が付されている外貨建金銭債権債務等に

ついては振当処理を、特例処理の条件を充たし

ている金利スワップについては特例処理を行っ

ております。 

(e）繰延資産の処理方法 

支出時に全額費用として処理しております。 

(f）重要なヘッジ会計の方法 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左  

  

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

（ヘッジ手段） （ヘッジ対象） 

為替予約 外貨建金銭債権債務

通貨オプション 外貨建金銭債権債務

金利スワップ 借入金 

コモディティスワップ 原材料 

 同左   

    

    

    

    

(3) ヘッジ方針 

業務遂行上発生する為替リスク、金利変動リス

ク、購入資材価格の変動リスクを削減又は回避

するためにヘッジ取引を行っております。 

(3) ヘッジ方針 

 同左 

(4) ヘッジの有効性評価の方法 

ヘッジ対象とヘッジ取引の相場変動を比率分析

によって測定し、有効性の評価をしておりま

す。ただし特例処理によっている金利スワップ

については有効性の評価を省略しております。 

(4) ヘッジの有効性評価の方法 

 同左 

(g）消費税等の処理方法 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式に

よっております。（在外子会社を除く） 

(g）消費税等の処理方法 

同左  
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前連結会計年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価については、全面

時価評価法を採用しております。 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

 同左 

６ のれん及び負ののれんの償却に関する事項      

  のれん及び負ののれんは、５年間で均等償却してお  

  ります。 

  なお金額が僅少のときは、発生時の損益として処理 

  しております。 

６ のれん及び負ののれんの償却に関する事項  

同左 

 

  

７ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金

可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリス

クしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の

到来する短期投資からなります。 

７ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

 同左 
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（7）連結財務諸表に関する注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成22年３月31日） 

１ 担保資産及び担保付債務 

  ① 工場財団として担保に供している資産は次のと

おりです。                          百万円 

 １ 担保資産及び担保付債務 

  ① 工場財団として担保に供している資産は次のと

おりです。                          百万円 

土地   437

建物  1,926

合計  2,363

土地   437

建物  1,800

合計  2,238

② その他の担保に供している資産は次のとおりで

す。                                百万円 

② その他の担保に供している資産は次のとおりで

す。                                百万円 

土地       848

建物   428

売掛金、商品及び製品  257

投資有価証券  147

土地       1,153

建物     568

売掛金、商品及び製品  686

投資有価証券  279

上記は、短期借入金 百万円及び長期借入金

百万円の担保です。 

1,257

1,482

上記は、短期借入金 百万円及び長期借入金

百万円の担保です。 

3,026

442

③ 国庫補助金等及び土地収用法の適用により有形

固定資産の取得価額から直接減額した額 

③ 国庫補助金等及び土地収用法の適用により有形

固定資産の取得価額から直接減額した額 

累計圧縮額 百万円287 累計圧縮額 百万円287

 ２ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと

おりです。 

 ２ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと

おりです。 

投資有価証券（株式） 百万円56 投資有価証券（株式） 百万円126

 ３ 偶発債務 

次に掲げるものの借入金等に対し保証をしており

ます。                                百万円 

 ３ 偶発債務 

次に掲げるものの借入金等に対し保証をしており

ます。                                百万円 

新ダイワ農林機械販売協同組合    400

東北共立エコー農機商業協同組合  170

東部共立エコー農機商業協同組合  169

中部共立エコー農機商業協同組合  98

九州共立エコー農機商業協同組合  87

北海道共立エコー農林機械商業協

同組合 

  

  82

従業員持家ローン等  110

合計  1,117

やまびこ東北農機商業協同組合  170

やまびこ東部農機商業協同組合  163

新ダイワ農林機械販売協同組合    150

やまびこ西部農機商業協同組合  122

やまびこ中部農機商業協同組合  86

やまびこ九州農機商業協同組合  70

やまびこ北海道農機商業協同組合   66

従業員持家ローン等  62

合計  889

４ 受取手形割引高 116百万円 ４ 受取手形割引高 198百万円

 ５ 当座貸越契約 

連結子会社は金融機関５行と当座貸越契約を締結

しております。当該契約に係る借入金未実行残高

は次のとおりであります。              百万円 

  

当座貸越額    4,450

借入実行残高  2,510

差引残高  1,940
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

 １ 販売費及び一般管理費のうち主なものは、次のと

おりです。                            百万円 

 １ 販売費及び一般管理費のうち主なものは、次のと

おりです。                            百万円 

給料手当  1,533

退職給付費用  100

役員退職慰労引当金繰入額  18

貸倒引当金繰入  102

製品保証引当金繰入額  64

技術研究費  1,072

給料手当  5,576

退職給付費用  602

貸倒引当金繰入  136

製品保証引当金繰入額  37

技術研究費  3,419

 ２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は、 百万円であります。 1,119

 ２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は、 百万円であります。 3,583

 ３ 固定資産売却益の内容は、次のとおりでありま

す。 

 ３ 固定資産売却益の内容は、次のとおりでありま

す。 

土地 5百万円 建物 15百万円

 ４ 固定資産除売却損の内容は、次のとおりでありま

す。                             百万円 

 ４ 固定資産除売却損の内容は、次のとおりでありま

す。                             百万円 

機械装置及び車輌運搬具  18

その他（工具器具備品）  8

建設仮勘定  39

無形固定資産他  1

取壊撤去費用  26

計  94

建物  11

機械装置及び車輌運搬具  29

その他（工具器具備品）  42

建設仮勘定  11

無形固定資産他  2

取壊撤去費用  34

計  132

 ５ 減損損失 

   遊休となった電話加入権（無形固定資産）につい

て、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減

少額を減損損失として特別損失に 百万円計上し

ております。なお、回収可能価額は正味売却価額

により測定しております。 

  

11

 ５ 減損損失 

   当事業年度において、当社グループは以下の資産

グループについて減損損失を計上しました。 

    当社グループは、事業用資産と遊休資産に区分

し、事業用資産は事業所ごと、遊休資産は各物件ご

とにグルーピングしております。 

    市場価格の著しい下落により、遊休資産に区分

されている上記の資産について、帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失とし

て特別損失に43百万円（土地35百万円、無形固定

資産７百万円）を計上しております。 

    なお、遊休資産の回収可能価額は正味売却価格

により測定しており、適切に市場価額を反映して

いると考えられる評価額を基に算出し評価してお

ります。 

  

  場所 用途 種類 

  北海道札幌市 遊休資産 土地 

  香川県高松市 遊休資産 土地 

  広島県安芸高田市 遊休資産 土地 

  － 遊休資産 電話加入権 
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前連結会計年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

 ６ 事業再編損の内訳は次のとおりであります 

                               百万円 

ソフトウェアの利用見込期間短縮

による経済価値の減少額 

  

 628

リース解約に伴う損失見込額  26

海外子会社における割増退職金  102

その他  57

  計  814

     

 ６ 事業再編損の内訳は次のとおりであります 

                               百万円 

子会社における割増退職金  435

リース資産の減損損失額  81

代理店契約破棄による損害賠償金

等 

 86

その他  20

  計  624
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前連結会計年度（自 平成20年12月１日 至 平成21年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）１ 株式移転に伴う子会社保有親会社株式の増加分および単元未満株式の買取りによる増加分であります。 
      なお、子会社保有親会社株式は株主名簿記載上の株式数であり、実保有高より 株増加しております。 

２ 普通株式の自己株式の株式数の減少 株は、買増し請求による単元未満株式の処分による減少分でありま 

  す。 

  

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

当社は平成20年12月1日に株式移転により設立された共同持株会社であるため、配当金の支払額は完全子会社

である株式会社共立の定時株主総会において決議された金額です。 

  

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  ─  11,027,107  ─  11,027,107

合計  ─  11,027,107  ─  11,027,107

自己株式         

普通株式（注）1,２  ─  151,267  94  151,173

合計  ─  151,267  94  151,173

123

94

決議 株式の種類 配当金の総額 
１株当たり  
配当額 

基準日 効力発生日 

平成21年２月27日 

定時株主総会 
  普通株式 百万円 344  ５円 平成20年11月30日 平成21年３月２日 

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
１株当たり
配当額 

基準日 効力発生日 

平成21年６月26日 

定時株主総会 
 普通株式 利益剰余金  百万円 154   円 14 平成21年３月31日 平成21年６月29日
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当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）１ 普通株式の自己株式は株主名簿記載上の株式数であり、実保有高より 株増加しております。 

２ 普通株式の自己株式の増加は、単元未満株式の買取による増加14,039株であります。 

３ 普通株式の自己株式の減少は、子会社保有の当社株式売却による減少14,500株および単元未満株式の買増し
請求による処分896株によるものであります。 

  

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

  

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

  

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  11,027,107  ─  ─  11,027,107

合計  11,027,107  ─  ─  11,027,107

自己株式         

普通株式（注）１,２,３  151,173  14,039  15,396  149,816

合計  151,173  14,039  15,396  149,816

123

決議 株式の種類 配当金の総額 
１株当たり  
配当額 

基準日 効力発生日 

平成21年６月26日 

定時株主総会 
  普通株式 百万円 154   円 14 平成21年３月31日 平成21年６月29日 

決議（予定） 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
１株当たり
配当額 

基準日 効力発生日 

平成22年５月31日 

取締役会 
 普通株式 資本剰余金  百万円 326   円 30 平成22年３月31日 平成22年６月14日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

 １ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

 １ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

（平成21年３月31日） （平成22年３月31日） 

  

現金及び預金勘定 百万円4,186

現金及び現金同等物 百万円4,186

  

現金及び預金勘定 百万円5,116

現金及び現金同等物 百万円5,116

 ２ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社

の資産及び負債の主な内訳 

 当社子会社である新ダイワ工業㈱より株式移転により

引き継いだ現金及び現金同等物の残高は904百万円であ

り、引継いだ現金および現金同等物以外の資産及び負債

等の内訳は次のとおりであります。 

 ２ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社

の資産及び負債の主な内訳 

   連結子会社エコー・インコーポレイテッド（アメ

リカ）がクイック・プロダクツ・インク（アメリ

カ）を買収したことにより増加した資産および負債

の内訳は次のとおりです。  

流動資産 百万円13,475

固定資産 百万円7,941

資産合計 百万円21,417

流動負債 百万円△13,702

固定負債 百万円△4,018

負ののれん 百万円△130

負債合計 百万円△17,851

少数株主持分  百万円△45

流動資産         百万円83

固定資産         百万円808

 資産合計        百万円891

流動負債         百万円△30

株式譲渡額        百万円860

株式譲渡により取得した 

現金および現金同等物   

百万円0

株式譲渡による支出    百万円860
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前連結会計年度（自 平成20年12月１日 至 平成21年３月31日） 

 一般機械器具製造販売事業部門の売上高、営業損益及び資産が全セグメントの連結売上高、営業損益の生じてい

るセグメントの営業損益の合計額及び全セグメントの資産の合計額の90％超であるため、事業の種類別セグメント

情報の記載を省略しております。 

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 一般機械器具製造販売事業部門の売上高、営業損益及び資産が全セグメントの連結売上高、営業損益の生じてい

るセグメントの営業損益の合計額及び全セグメントの資産の合計額の90％超であるため、事業の種類別セグメント

情報の記載を省略しております。 

  

 （注）１ 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主なものは、管理部門等に係る費用であり

ます。 
当連結会計年度       582百万円 

２ 資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、余資運用資金（有価証券）、長期投資資金

（投資有価証券）及び管理部門等に係る資産等であります。 

当連結会計年度       5,268百万円 
３ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(1）国又は地域の区分の方法 

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 
 北米……アメリカ、カナダ 

 アジア…中国、台湾 

  

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

  
前連結会計年度 

（自 平成20年12月１日 
至 平成21年３月31日） 

  
日本 

（百万円） 
北米 

（百万円） 
 アジア 

（百万円） 
計   

（百万円） 

消去 
又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益                               

売上高                                    

(1）外部顧客に対する 

売上高 
 12,539  5,466  －  18,006  －  18,006

(2）セグメント間の 

内部売上高又は振替高 
 7,468  96  583  8,148 (8,148)  －

計  20,008  5,562  583  26,154 (8,148)  18,006

営業費用  20,921  5,597  536  27,055 (7,866)  19,189

営業利益又は 

営業損失（△） 
 △912  △34  46  △900 (282)  △1,183

Ⅱ 資産  53,980  22,463  1,076  77,520 (2,197)  75,322
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 （注）１ 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主なものは、管理部門等に係る費用であり

ます。 
当連結会計年度    2,268  百万円 

２ 資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、余資運用資金（有価証券）、長期投資資金

（投資有価証券）及び管理部門等に係る資産等であります。 

当連結会計年度          百万円 
３ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(1）国又は地域の区分の方法 

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 
 北米……アメリカ、カナダ 

 アジア…中国、台湾 

  

 海外売上高及び連結売上高に占める海外売上高の割合は次のとおりです。 

前連結会計年度（自 平成20年12月１日 至 平成21年３月31日） 

 （注）１ 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 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(1）国又は地域の区分の方法 

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 

米州………………アメリカ、カナダ、中南米諸国 

その他地域………フランス、イタリア、イギリス、ロシア、台湾 

  

  
当連結会計年度 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

  
日本 

（百万円） 
北米 

（百万円） 
 アジア 

（百万円） 
計   

（百万円） 

消去 
又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益                                    

売上高                                    

(1）外部顧客に対する 

売上高 
 41,365  35,503  －  76,868  －  76,868

(2）セグメント間の 

内部売上高又は振替高 
 17,481  1,153  2,802  21,438 (21,438)  0

計  58,847  36,656  2,802  98,306 (21,438)  76,868

営業費用  58,538  35,050  2,641  96,230 (19,538)  76,692

営業利益  308  1,606  161  2,075  1,899  176

Ⅱ 資産  80,060  22,151  1,040  103,251 (26,247)  77,004

11,264

ｃ．海外売上高

  米州 その他地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  4,326  3,496  7,822

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  18,006

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 24.0  19.4  43.4
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当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 （注）１ 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 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(1）国又は地域の区分の方法 

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 

米州………………アメリカ、カナダ、中南米諸国 

その他地域………フランス、イタリア、イギリス、ロシア、台湾 

  

 リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、企業結合等、賃

貸等不動産に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略して

おります。 

  

  

 （注） １株当たり当期純損失の算定上の基礎 

  

  米州 その他地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  35,300  10,169  45,469

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  76,868

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 45.9  13.2  59.2

（開示の省略）

（１株当たり情報）

項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年12月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額 円 銭 2,694 95 円 銭 2,353 77

１株当たり当期純損失（△） 円 銭 △237 82 円 銭 △329 73

潜在株式調整後１株当たり 

当期純損失 

潜在株式がないため、記載しており

ません。 

潜在株式がないため、記載しており

ません。 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年12月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

連結損益計算書上の当期純損失（△） 百万円 △2,586 百万円 △3,589

普通株式に係る当期純損失（△） 百万円 △2,586 百万円 △3,589

普通株主に帰属しない金額  －  －

普通株式の期中平均株式数 株 10,877,569 株 10,885,390
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    前連結会計年度（自 平成20年12月1日  至 平成21年3月31日） 

子会社との合併について 

(1)合併の背景及び目的 

当社の完全子会社である株式会社共立（以下、共立）と新ダイワ工業株式会社（以下、新ダイワ工業）は、

いずれも全世界のグリーンメンテナンスを対象とした市場において小型エンジンを搭載した屋外作業機械の

製造・販売を主力事業としております。屋外作業機械業界における国際的な業界再編や多様化・高度化する

市場ニーズへ積極的に対応するために、共立と新ダイワ工業は平成19年5月21日にそれまでの友好関係を礎

として、業務・資本提携契約を締結し、また、去る平成20年4月14日には株式移転の方式による経営統合に

踏み切ることとし、平成20年12月1日に当社を設立いたしました。本経営統合は共立と新ダイワ工業の経営

資源を当社方針の基に効率的に活用してシナジーを追求するとともに、両社の企業文化や歴史に配慮し、

徐々に融和を図りながらより効率的なグループ内組織再編を目指してスタートいたしました。しかしなが

ら、今般の世界経済の急速な悪化に起因する屋外作業機械をはじめとする当社グループ関連事業の国際的な

市況の冷え込みや円高の進行など、当社グループを取り巻く環境が予想を超えて厳しさを増す状況に鑑み、

業務の効率化・合理化及び企業風土の融合を一層加速させ、いち早く経営資源の一元化を図り、経営統合シ

ナジーを早急に 大化するために、当社は共立及び新ダイワ工業を吸収合併することといたしました。 

 (2)合併の要旨  

   イ. 合併の日程  

合併契約承認取締役会     平成21年5月15日  

合併契約締結         平成21年5月15日  

合併の予定日（効力発生日）  平成21年10月1日  

なお、当社においては、会社法第796条第3項に定める簡易合併の規定により、合併契約承認株主総会は開催

いたしません。  

  ロ. 合併方式  

当社を存続会社、共立及び新ダイワ工業を消滅会社とする吸収合併方式で、共立及び新ダイワ工業は効力発

生日をもって消滅いたします。なお、当社は、共立及び新ダイワ工業の全株式を所有しておりますので、本

合併に際して新株式の発行、金銭等の交付は行わず、資本金及び資本準備金の増加もありません。  

 (3)会社財産の引継  

消滅会社となる共立及び新ダイワ工業の一切の資産及び負債並びに権利義務は、本合併の効力発生日におい

て、存続会社となる当社が承継いたします。  

 (4)被合併会社の事業内容、財政状態（平成21年3月期末） 

  

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 該当事項はありません 

  

  

  

  

  

（重要な後発事象）

商 号 株式会社共立 

（消滅会社） 

新ダイワ工業株式会社 

（消滅会社） 

  

  

事業内容 林業機械及び農業用管理機械などの

製造販売 

農林業用機械及び建設・土木・鉄工

用機械などの製造販売 

  

本店所在地 東京都青梅市末広町一丁目7番地2 広島県広島市安佐南区大塚西六丁目2

番11号 

  

資 本 金 5,207百万円 3,340百万円

純 資 産 21,234百万円 4,530百万円

総 資 産 45,114百万円 19,574百万円
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(1)部門別販売実績 

当連結会計年度における販売実績を部門別に示すと、次のとおりであります。  

 （注）１ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

    ２ 各部門別の主な製品 

     （1）小型屋外作業機械………刈払機、チェンソー 

     （2）農業用管理機械…………乗用管理機、スピードスプレーヤ 

     （3）一般産業用機械…………発電機、溶接機 

     （4）その他……………………補用部品、アクセサリー 

  

(2)主な販売先 

ホームデポインク（アメリカ）、全国農業協同組合連合会（日本）  

（販売の状況）

 部門  販売高（百万円）  

 小型屋外作業機械    44,407

 農業用管理機械    13,874

 一般産業用機械    5,101

 その他    13,485

 合計    76,868
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 172 2,924

受取手形 － 157

売掛金 － 19,292

有価証券 － 224

商品及び製品 － 8,551

仕掛品 － 721

原材料及び貯蔵品 － 1,991

前払費用 0 8

繰延税金資産 6 －

関係会社短期貸付金 － 914

その他 80 1,204

貸倒引当金 － △16

流動資産合計 260 35,974

固定資産   

有形固定資産   

建物 － 18,585

減価償却累計額 － △12,615

建物（純額） － 5,970

構築物 － 1,291

減価償却累計額 － △1,002

構築物（純額） － 289

機械及び装置 － 10,613

減価償却累計額 － △8,350

機械及び装置（純額） － 2,262

車両運搬具 － 184

減価償却累計額 － △167

車両運搬具（純額） － 16

工具、器具及び備品 － 18,647

減価償却累計額 － △17,488

工具、器具及び備品（純額） － 1,159

土地 － 7,440

リース資産 － 94

減価償却累計額 － △12

リース資産（純額） － 82

建設仮勘定 － 103

有形固定資産合計 － 17,323

無形固定資産   

その他 － 193

- 36 -

㈱やまびこ（6250）　平成22年３月期　決算短信



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

無形固定資産合計 － 193

投資その他の資産   

投資有価証券 － 2,868

関係会社株式 26,829 5,626

関係会社出資金 － 5

長期貸付金 － 3

関係会社長期貸付金 － 508

破産更生債権等 － 998

その他 32 94

貸倒引当金 － △1,011

投資その他の資産合計 26,862 9,093

固定資産合計 26,862 26,610

資産合計 27,122 62,585

負債の部   

流動負債   

支払手形 － 3,292

買掛金 － 10,470

短期借入金 － 14,540

関係会社短期借入金 200 866

1年内返済予定の長期借入金 － 2,011

リース債務 － 19

未払金 42 1,806

未払法人税等 － 52

前受金 － 132

預り金 5 93

製品保証引当金 － 134

その他 － 41

流動負債合計 247 33,461

固定負債   

長期借入金 － 3,187

リース債務 － 66

繰延税金負債 － 1,855

退職給付引当金 － 3,631

その他 － 97

固定負債合計 － 8,838

負債合計 247 42,299
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,000 6,000

資本剰余金   

資本準備金 1,500 1,500

その他資本剰余金 19,123 19,129

資本剰余金合計 20,623 20,629

利益剰余金   

利益準備金 － 15

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 256 △6,663

利益剰余金合計 256 △6,647

自己株式 △5 △137

株主資本合計 26,874 19,844

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 － 454

繰延ヘッジ損益 － △12

評価・換算差額等合計 － 441

純資産合計 26,874 20,286

負債純資産合計 27,122 62,585
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（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高   

商品売上高 － 8,210

製品売上高 － 16,748

賃貸収入 － 141

その他の収益 － 479

売上高合計 － 25,580

売上原価   

商品及び製品期首たな卸高 － 7,646

当期商品及び製品仕入高 － 22,499

他勘定振替高 － 11

商品及び製品期末たな卸高 － 8,542

合計 － 21,591

賃貸原価 － 75

その他の原価 － 4

売上原価合計 － 21,671

売上総利益 － 3,909

営業収益 576 －

販売費及び一般管理費 － 4,912

一般管理費 182 －

営業利益又は営業損失（△） 393 △1,002

営業外収益   

受取利息 0 73

受取配当金 － 149

為替差益 － 235

その他 － 91

営業外収益合計 0 549

営業外費用   

支払利息 2 121

創立費償却 39 －

開業費償却 101 －

その他 － 24

営業外費用合計 143 146

経常利益又は経常損失（△） 250 △598

特別利益   

固定資産売却益 － 22

その他 － 4

特別利益合計 － 27
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

特別損失   

固定資産除売却損 － 54

減損損失 － 34

抱合せ株式消滅差損 － 6,075

その他 － 5

特別損失合計 － 6,169

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 250 △6,740

法人税、住民税及び事業税 0 12

法人税等調整額 △6 △2

法人税等合計 △6 9

当期純利益又は当期純損失（△） 256 △6,749
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 － 6,000

当期変動額   

株式移転による増加 6,000 －

当期変動額合計 6,000 －

当期末残高 6,000 6,000

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 － 1,500

当期変動額   

株式移転による増加 1,500 －

当期変動額合計 1,500 －

当期末残高 1,500 1,500

その他資本剰余金   

前期末残高 － 19,123

当期変動額   

合併による増加 － 6

株式移転による増加 19,123 －

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 19,123 6

当期末残高 19,123 19,129

資本剰余金合計   

前期末残高 － 20,623

当期変動額   

合併による増加 － 6

株式移転による増加 20,623 －

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 20,623 6

当期末残高 20,623 20,629

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 － －

当期変動額   

利益準備金の積立 － 15

当期変動額合計 － 15

当期末残高 － 15

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 － 256
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当期変動額   

剰余金の配当 － △154

利益準備金の積立 － △15

当期純利益又は当期純損失（△） 256 △6,749

当期変動額合計 256 △6,919

当期末残高 256 △6,663

利益剰余金合計   

前期末残高 － 256

当期変動額   

剰余金の配当 － △154

利益準備金の積立 － －

当期純利益又は当期純損失（△） 256 △6,749

当期変動額合計 256 △6,904

当期末残高 256 △6,647

自己株式   

前期末残高 － △5

当期変動額   

合併による増加 － △127

自己株式の取得 △5 △5

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 △5 △132

当期末残高 △5 △137

株主資本合計   

前期末残高 － 26,874

当期変動額   

合併による増加 － △121

株式移転による増加 26,623 －

剰余金の配当 － △154

利益準備金の積立 － －

当期純利益又は当期純損失（△） 256 △6,749

自己株式の取得 △5 △5

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 26,874 △7,030

当期末残高 26,874 19,844
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 454

当期変動額合計 － 454

当期末残高 － 454

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － △12

当期変動額合計 － △12

当期末残高 － △12

評価・換算差額等合計   

前期末残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 441

当期変動額合計 － 441

当期末残高 － 441

純資産合計   

前期末残高 － 26,874

当期変動額   

株式移転による増加 26,623 －

合併による増加 － △121

剰余金の配当 － △154

利益準備金の積立 － －

当期純利益又は当期純損失（△） 256 △6,749

自己株式の取得 △5 △5

自己株式の処分 0 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 441

当期変動額合計 26,874 △6,588

当期末残高 26,874 20,286
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 該当事項はありません。 

  

(4）継続企業の前提に関する注記
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(1）役員の異動 

 ①代表取締役の異動 

  該当事項はありません。 

   

 ②その他取締役および監査役の異動 [平成22年6月29日付] 

 ・新任取締役候補 

 ・退任予定取締役 

 ・新任監査役候補 

 ・新任補欠監査役候補 

 ・退任予定監査役 

   

 ③執行役員の異動 [平成22年6月29日付] 

 ・昇任執行役員 

 ・新任執行役員 

 ・退任執行役員 

 以 上   

６．その他

  

取締役兼執行役員生産本部長 

兼 愛可機械（深圳）有限公司董事長 

髙 橋   功 

（たかはし いさお） 

現 執行役員生産本部長 

  兼 生産業務部長 

  兼 愛可機械（深圳）有限公司董事長 

  
取締役兼執行役員管理本部長 伊 藤   真 

（いとう まこと） 

現 執行役員管理本部長 

        

  
― 河 合 英 明 

（かわい ひであき） 

現 専務取締役兼執行役員生産担当 

        

  
常勤監査役 荒   貞 夫 

（あら さだお） 

現 常任顧問 

        

  
補欠監査役 貝 守   浩 

（かいもり ひろし） 

現 税理士 

        

  
― 宮 原 正 利 

（みやはら まさとし） 

現 常勤監査役 

  
上席執行役員管理本部人事部長 小 島   勝 

（こじま まさる） 

現 執行役員管理本部人事部長 

  兼 エコー産業株式会社代表取締役社長 

     

  

執行役員 

やまびこレンテックス株式会社 

           代表取締役社長 

兼 やまびこ産業機械株式会社 

          代表取締役会長 

勝 又 美 義 

（かつまた みよし） 

現 やまびこレンテックス株式会社 

             常務取締役 

    

  
― 栗 原   彪 

（くりはら たけし） 

現 上席執行役員社長補佐 

  

  

― 藤 原 俊 正 

（ふじわら としまさ） 

現 上席執行役員 

  やまびこレンテックス株式会社 

             代表取締役社長 
  

  
― 新 田 育 夫 

（にった いくお） 

現 上席執行役員 

  愛可機械（深圳）有限公司総経理 
  

  
― 橘   隆 志 

（たちばな たかし） 

現 執行役員営業本部業務部長 

  兼 系統担当 
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