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1.  平成22年9月期第2四半期の連結業績（平成21年10月1日～平成22年3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9月期第2四半期 1,762 △48.9 141 △70.9 153 △70.4 △4 ―

21年9月期第2四半期 3,450 △3.6 485 △23.3 517 △20.2 195 △37.9

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9月期第2四半期 △0.99 ―

21年9月期第2四半期 45.23 ―

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

22年9月期第2四半期 7,743 6,459 82.1 1,470.40
21年9月期 8,637 6,945 75.1 1,499.83

（参考） 自己資本   22年9月期第2四半期  6,355百万円 21年9月期  6,482百万円

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  有  
 

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9月期 ― ― ― 35.00 35.00

22年9月期 ― ―

22年9月期 
（予想）

― 0.00 0.00

3.  平成22年9月期の連結業績予想（平成21年10月1日～平成22年9月30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 4,124 △31.7 392 △51.4 435 △50.6 184 △32.1 42.74
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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  

（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。 

(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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】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。 
（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 1社 （社名 上海蘇州美柯達探傷器材有限公司 ）

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9月期第2四半期 4,951,864株 21年9月期  4,951,864株

② 期末自己株式数 22年9月期第2四半期  629,512株 21年9月期  629,512株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年9月期第2四半期 4,322,352株 21年9月期第2四半期 4,322,352株
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①日本（提出会社） 

当第２四半期連結累計期間のわが国経済は、海外需要の立ち直りによる経済環境改善への期待感はあるものの、

円高の定着等による企業業績回復の遅れ、国内需要の弱さなどにより回復の足取りは緩慢な状況が続いておりま

す。当社の主力ユーザーである自動車産業ならびに鉄鋼産業では前期における大幅な生産調整を緩和し生産量を増

加させております。これにより、当社では探傷剤、マーキングペイント等の消耗品販売が徐々に回復に転じており

ます。一方、設備の過剰感は依然として解消されておらず機械装置の売上は大きく減少いたしました。利益につき

ましては売上高の低迷により営業利益は低調に推移いたしましたが、中国合弁事業の解消に伴う蘇州美柯達探傷器

材有限公司及び上海蘇州美柯達探傷器材有限公司の関係会社出資金売却益を特別利益に計上したことにより四半期

純損益は黒字を確保することができました。なお、関係会社出資金の売却に係る未収入金370百万円及び同社から

の配当に係る未収入金99百万円が流動資産その他に含まれております。 

この結果、売上高は1,514百万円（前年同期比40.1％減）、四半期純利益は206百万円（同75.6％増）となりまし

た。 

②中国（碼科泰克（上海）化学有限公司） 

中国におきましては、同国の迅速な経済対策により世界的な経済危機の影響による落込みから急回復しておりま

すが、当社中国合弁事業の解消（平成21年12月）に伴い蘇州美柯達探傷器材有限公司ならびに上海蘇州美柯達探傷

器材有限公司が連結対象から外れたことにより、売上高、利益ともに大幅に低下しております。 

この結果、中国地域の売上高は74百万円（前年同期比92.5％減）、四半期純利益は8百万円(同94.1％減)となり

ました。 

③韓国（株式会社マークテックコリア） 

韓国におきましては、主力ユーザーである自動車産業、鉄鋼産業の生産水準が経済危機以前の水準近くまで回復

しております。当社では大手鉄鋼会社向けに納入したマーキング装置の本格稼動に伴いペイントの売上が好調に推

移しております。また機械装置の売上も第３国向け輸出の増加などにより回復傾向にあります。 

この結果、売上高は197百万円（前年同期比5.8％増）、四半期純利益は14百万円(同5.0％増)となりました。 

④タイ（マークテック・アジア・ホールディングス株式会社、マークテック・タイランド株式会社） 

タイにおきましては、主力ユーザーである自動車産業の生産量が経済危機以前の水準まで回復しており探傷剤

の売上は増加基調にあります。また探傷装置も計画を上回る実績を計上しております。しかしながら前期に実施

したタイ側出資者の出資持分買取りに伴うのれん償却処理および少数株主利益の増加により、利益は減少いたし

ました。 

この結果、売上高は79百万円（前年同期比59.4％増）、四半期純損失は2百万円(前年同期四半期純利益 百万円)

となりました。 

⑤連結 

この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、グループ内取引を相殺消去し売上高は1,762百万円（前年同期

比48.9％減）、経常利益は153百万円(同 ％減)、四半期純損益は蘇州美柯達探傷器材有限公司ならびに上海蘇

州美柯達探傷器材有限公司の出資持分の売却に伴う関係会社出資金売却損を計上したため△4百万円（前年同期四

半期純利益 百万円）と赤字になりました。   

  

（1）資産、負債及び純資産の状況  

当四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ 百万円（ ％）減少し、 百

万円となりました。これは、主に現金及び預金の減少によるものであります。負債につきましては、前連結会

計年度末に比べ 百万円（ ％）減少し、 百万円となりました。これは、主に繰延税金負債の減少に

よるものであります。純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ 百万円（ ％）減少し 百万円

となりました。これは、主に少数株主持分の減少であります。 

これらの増減は、いずれも主として中国合弁事業の解消に係るものであります。  

   

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

6

70.4

195

２．連結財政状態に関する定性的情報

893 10.3 7,743

407 24.1 1,284

486 7.0 6,459
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（2）キャッシュ・フローの状況 

当四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会

計年度末に比べ 百万円（ ％）減少し、 百万円となりました。  

 当第２四半期連結累計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あります。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果増加した資金は 百万円（前年同期比 ％減）となりました。 

 これは主に関係会社出資金売却損益 百万円による資金の増加であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は 百万円（前年同期 百万円資金の増加）となりました。 

 これは主に連結範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却に伴う支出 百万円による資金の減少であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は 百万円（前年同期比 ％減）となりました。 

 これは主に配当金の支払額 百万円による資金の減少であります。 

  

当社の主力ユーザーである鉄鋼・自動車産業における生産の増加に伴い、消耗品の売上は回復してきております

が、設備需要の回復が遅れており、機械装置の売上は依然として低迷しております。 

この結果、通期業績予想につきましては売上高 百万円、営業利益 百万円、経常利益 百万円、当期純利

益 百万円に修正しております。詳細につきましては、本日付開示「業績予想値と決算値との差異及び業績予想の

修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

   

当社は、連結子会社であった蘇州美柯達探傷器材有限公司及び上海蘇州美柯達探傷器材有限公司の全ての出

資持分を平成21年12月17日に売却したため、第１四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。

  

①簡便な会計処理  

 重要性が乏しいため記載を省略しております。  

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理  

 該当事項はありません。  

  

①企業結合に関する会計基準等の適用 

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）、「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）、「「研究開発費等に係る会計基準」の一部改正」（企業会

計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成20年12月

26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年12月26日公表分）及び「企業結合会計

基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）が平成

21年４月１日以後開始する連結会計年度において 初に実施される企業結合及び事業分離等から適用すること

ができるようになったことに伴い、第１四半期連結会計期間よりこれらの会計基準等を適用しております。 

②「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）に基づき「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）が

平成21年４月１日以後開始する連結会計年度の期首から適用できることになったことに伴い、第２四半期連結

累計期間では「少数株主損益調整前四半期純損失（△）」の科目で表示しております。 

803 37.7 1,325

154 30.0

148

842 22

501

123 18.7

151

３．連結業績予想に関する定性的情報

4,124 392 435

184

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２四半期連結会計期間末
(平成22年３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９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,125,453 2,829,122

受取手形及び売掛金 1,389,305 1,591,951

商品及び製品 243,578 383,648

仕掛品 134,922 167,755

原材料及び貯蔵品 244,809 345,847

繰延税金資産 86,090 82,194

その他 503,217 140,277

貸倒引当金 △1,273 △9,222

流動資産合計 4,726,104 5,531,575

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,459,059 1,426,502

減価償却累計額 △543,648 △537,506

建物及び構築物（純額） 915,410 888,995

機械装置及び運搬具 500,513 569,793

減価償却累計額 △349,036 △375,476

機械装置及び運搬具（純額） 151,476 194,317

土地 1,119,115 1,116,394

リース資産 11,876 11,972

減価償却累計額 △2,923 △1,756

リース資産（純額） 8,952 10,216

建設仮勘定 － 63,506

その他 356,141 454,372

減価償却累計額 △286,155 △321,416

その他（純額） 69,985 132,956

有形固定資産合計 2,264,941 2,406,386

無形固定資産   

のれん 65,637 68,265

その他 85,671 114,829

無形固定資産合計 151,309 183,095

投資その他の資産   

投資有価証券 369,415 370,102

出資金 100,000 12,088

その他 132,183 134,621

投資その他の資産合計 601,598 516,812

固定資産合計 3,017,849 3,106,293

資産合計 7,743,953 8,637,868
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年３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９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 577,838 600,094

短期借入金 40,000 10,000

リース債務 2,458 2,478

未払法人税等 198,843 79,608

繰延税金負債 － 164,548

賞与引当金 87,092 76,190

役員賞与引当金 26,299 44,048

その他 120,420 484,067

流動負債合計 1,052,950 1,461,035

固定負債   

リース債務 6,942 8,248

繰延税金負債 79,258 79,162

退職給付引当金 18,127 14,719

役員退職慰労引当金 127,258 129,205

固定負債合計 231,587 231,335

負債合計 1,284,538 1,692,370

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,503,020 1,503,020

資本剰余金 1,742,480 1,742,480

利益剰余金 3,852,259 4,008,531

自己株式 △696,106 △696,106

株主資本合計 6,401,653 6,557,924

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △28,417 △27,771

為替換算調整勘定 △17,667 △47,364

評価・換算差額等合計 △46,085 △75,136

新株予約権 43,734 35,669

少数株主持分 60,113 427,039

純資産合計 6,459,415 6,945,497

負債純資産合計 7,743,953 8,637,868
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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10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 3,450,805 1,762,768

売上原価 2,135,438 998,837

売上総利益 1,315,366 763,931

販売費及び一般管理費 829,661 622,660

営業利益 485,705 141,271

営業外収益   

受取利息 6,947 824

受取配当金 25,354 1,688

為替差益 － 8,224

その他 3,354 1,651

営業外収益合計 35,655 12,390

営業外費用   

支払利息 － 245

為替差損 2,564 －

支払手数料 861 285

その他 328 36

営業外費用合計 3,754 566

経常利益 517,607 153,094

特別利益   

固定資産売却益 － 100

特別利益合計 － 100

特別損失   

固定資産除却損 － 324

投資有価証券評価損 36,747 81

関係会社出資金売却損 － 148,057

その他 － 1,352

特別損失合計 36,747 149,816

税金等調整前四半期純利益 480,859 3,378

法人税、住民税及び事業税 183,822 180,607

法人税等調整額 29,979 △179,389

法人税等合計 213,802 1,217

少数株主損益調整前四半期純利益 － 2,161

少数株主利益 71,547 6,446

四半期純利益又は四半期純損失（△） 195,509 △4,285
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 1,981,120 1,007,166

売上原価 1,345,808 601,306

売上総利益 635,311 405,860

販売費及び一般管理費 420,644 284,722

営業利益 214,667 121,137

営業外収益   

受取利息 3,100 315

受取配当金 21,341 150

為替差益 9,929 －

その他 1,141 79

営業外収益合計 35,513 545

営業外費用   

支払利息 － 151

為替差損 － 871

支払手数料 599 －

その他 387 105

営業外費用合計 986 1,128

経常利益 249,194 120,554

特別利益   

固定資産売却益 － 100

特別利益合計 － 100

特別損失   

固定資産除却損 － 197

投資有価証券評価損 35,344 81

関係会社出資金売却損 － 29,942

その他 － 352

特別損失合計 35,344 30,573

税金等調整前四半期純利益 213,849 90,081

法人税、住民税及び事業税 121,373 74,550

法人税等調整額 △2,900 △32,771

法人税等合計 118,473 41,778

少数株主損益調整前四半期純利益 － 48,303

少数株主利益 31,935 546

四半期純利益 63,440 47,756
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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10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年10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   

税金等調整前四半期純利益 480,859 3,378

減価償却費 83,303 74,908

のれん償却額 － 7,722

株式報酬費用 11,025 8,064

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,638 2,146

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,130 △1,946

賞与引当金の増減額（△は減少） 120,307 10,902

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △35,967 △18,431

受取利息及び受取配当金 △32,301 △2,513

投資有価証券評価損益（△は益） 36,747 －

関係会社出資金売却損 － 148,057

為替差損益（△は益） － 7,768

売上債権の増減額（△は増加） 18,822 △87,747

たな卸資産の増減額（△は増加） 306,869 △60,824

未収入金の増減額（△は増加） 4,091 △3,435

前渡金の増減額（△は増加） △113,309 △2,128

仕入債務の増減額（△は減少） △260,618 104,642

未払金の増減額（△は減少） △19,668 2,447

未払費用の増減額（△は減少） △137,128 －

前受金の増減額（△は減少） △40,310 1,398

その他 9,614 △24,971

小計 439,106 169,437

利息及び配当金の受取額 33,199 5,138

利息の支払額 － △677

法人税等の支払額 △251,427 △19,379

営業活動によるキャッシュ・フロー 220,878 154,519

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 － △100,000

定期預金の払戻による収入 300,000 －

有形固定資産の取得による支出 △174,690 △135,932

無形固定資産の取得による支出 △8,376 －

投資有価証券の取得による支出 △93,334 －

子会社出資金の取得による支出 － △100,000

連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却に
よる支出

－ △501,251

その他 △778 △5,202

投資活動によるキャッシュ・フロー 22,818 △842,386
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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10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 － △1,170

短期借入れによる収入 － 29,425

配当金の支払額 △151,282 △151,282

財務活動によるキャッシュ・フロー △151,282 △123,027

現金及び現金同等物に係る換算差額 △49,405 7,224

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 43,010 △803,669

現金及び現金同等物の期首残高 1,719,304 2,129,122

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,762,314 1,325,453
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 該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結会計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日） 

  

当第２四半期連結会計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年３月31日） 

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成21年３月31日） 

（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〕

  
非破壊検査
事業 
（千円） 

マーキング
事業 
（千円） 

その他事業
（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  1,258,773  683,356  38,990  1,981,120  －  1,981,120

(2）セグメント間の内部売上高  －  －  －  －  －  －

計  1,258,773  683,356  38,990  1,981,120  －  1,981,120

 営業利益又は営業損失（△）  232,606  213,877  △6,931  439,551 (224,883)  214,667

  
非破壊検査
事業 
（千円） 

マーキング
事業 
（千円） 

その他事業
（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  575,696  428,404  3,065  1,007,166  －  1,007,166

(2）セグメント間の内部売上高  －  －  －  －  －  －

計  575,696  428,404  3,065  1,007,166  －  1,007,166

 営業利益  152,195  100,809  1,429  254,434 (133,296)  121,137

  
非破壊検査
事業 
（千円） 

マーキング
事業 
（千円） 

その他事業
（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  2,073,398  1,286,068  91,338  3,450,805  －  3,450,805

(2）セグメント間の内部売上高  －  －  －  －  －  －

計  2,073,398  1,286,068  91,338  3,450,805  －  3,450,805

 営業利益又は営業損失（△）  469,151  446,447  △4,788  910,809  (425,104)  485,705
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当第２四半期連結累計期間（自 平成21年10月１日 至 平成22年３月31日） 

 （注）１．事業区分の方法  

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

  

  
非破壊検査
事業 
（千円） 

マーキング
事業 
（千円） 

その他事業
（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  1,020,632  735,721  6,414  1,762,768  －  1,762,768

(2）セグメント間の内部売上高  －  －  －  －  －  －

計  1,020,632  735,721  6,414  1,762,768  －  1,762,768

 営業利益  273,114  193,908  2,892  469,916  (328,644)  141,271

事業区分 主要製品 

非破壊検査事業 探傷剤、探傷装置 

マーキング事業 印字装置、マーキング装置、ペイント 

その他事業 機械装置、化成品 
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前第２四半期連結会計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日） 

  

当第２四半期連結会計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年３月31日） 

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成21年３月31日） 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年10月１日 至 平成22年３月31日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（千円） 
中国

（千円） 
韓国

（千円） 
タイ

（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 
 1,407,287  469,698  84,754  19,380  1,981,120  －  1,981,120

(2）セグメント間の内部

売上高 
 102,556  57,670  －  －  160,226 (160,226)  －

計  1,509,843  527,368  84,754  19,380  2,141,346 (160,226)  1,981,120

営業利益又は営業損失(△)  296,944  141,762  △5,579  6,423  439,551 (224,883)  214,667

  
日本 

（千円） 
中国

（千円） 
韓国

（千円） 
タイ

（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 
 815,519  33,218  120,193  38,234  1,007,166  －  1,007,166

(2）セグメント間の内部

売上高 
 56,060  7,898  －  －  63,958 (63,958)  －

計  871,580  41,116  120,193  38,234  1,071,125 (63,958)  1,007,166

営業利益又は営業損失(△)  240,327  △2,366  10,828  5,645  254,434 (133,296)  121,137

  
日本 

（千円） 
中国

（千円） 
韓国

（千円） 
タイ

（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 
 2,360,010  854,438  186,558  49,797  3,450,805  －  3,450,805

(2）セグメント間の内部

売上高 
 165,918  141,494  －  －  307,412 (307,412)  －

計  2,525,929  995,932  186,558  49,797  3,758,217 (307,412)  3,450,805

   営業利益  608,226  281,957  7,156  13,470  910,809 (425,104)  485,705

  
日本 

（千円） 
中国

（千円） 
韓国

（千円） 
タイ

（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 
 1,426,296  59,764  197,328  79,379  1,762,768  －  1,762,768

(2）セグメント間の内部

売上高 
 87,622  14,742  －  －  102,365 (102,365)  －

計  1,513,918  74,507  197,328  79,379  1,865,134 (102,365)  1,762,768

   営業利益  415,234  25,631  17,177  11,872  469,916 (328,644)  141,271
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前第２四半期連結会計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日） 

  

当第２四半期連結会計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年３月31日） 

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成21年３月31日） 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年10月１日 至 平成22年３月31日） 

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。  

    ２．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。 

  

当社は、平成21年12月17日付で、蘇州美柯達探傷器材有限公司及び上海蘇州美柯達探傷器材有限公司の全ての

出資持分を売却いたしました。この結果、第１四半期連結会計期間において利益剰余金が407,026千円減少し、

当第２四半期連結累計期間末において利益剰余金が 千円となっております。 

  

該当事項はありません。  

  

  

〔海外売上高〕

  中国 韓国 タイ その他 合計

Ⅰ．海外売上高（千円）  455,463  90,154  22,431  152,234  720,283

Ⅱ．連結売上高（千円）  －  －  －  －  1,981,120

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 23.0  4.6  1.1  7.7  36.4

  中国 韓国 タイ その他 合計

Ⅰ．海外売上高（千円）  33,218  120,328  38,234  38,517  230,298

Ⅱ．連結売上高（千円）  －  －  －  －  1,007,166

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 3.3  11.9  3.8  3.8  22.9

  中国 韓国 タイ その他 合計

Ⅰ．海外売上高（千円）  855,714  191,958  54,647  199,230  1,301,550

Ⅱ．連結売上高（千円）  －  －  －  －  3,450,805

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 24.7  5.6  1.6  5.8  37.7

  中国 韓国 タイ その他 合計

Ⅰ．海外売上高（千円）  60,872  197,713  79,379  65,586  403,552

Ⅱ．連結売上高（千円）  －  －  －  －  1,762,768

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 3.5  11.2  4.5  3.7  22.9

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

3,852,259

６．その他の情報
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