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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第1四半期 14,753 ― 255 ― 238 ― 132 ―

20年3月期第1四半期 13,834 10.5 308 6.5 296 10.6 361 134.4

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

21年3月期第1四半期 15.49 ―

20年3月期第1四半期 42.31 ―

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

21年3月期第1四半期 23,604 5,504 23.2 640.09
20年3月期 23,402 5,504 23.4 640.30

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  5,471百万円 20年3月期  5,473百万円

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

20年3月期 ― 7.50 ― 12.50 20.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 8.00 ― 8.00 16.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21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 28,000 0.6 470 △6.7 440 △2.2 260 △38.5 30.41
通期 56,500 △0.6 1,050 △3.6 980 3.9 570 △19.0 66.68

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) 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、３ページ[定性的情報・財務諸表等〕４．その他（２）をご覧下さい。  

(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、３ページ[定性的情報・財務諸表等〕４．その他（３）をご覧下さい。  

(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20年４月23日発表の通期連結業績予想を修正しておりません。 
２．本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在において当社が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より大きく異なる可能性があります。なお、上記予想に関する事項は、２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」をご覧下さい。 
３．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

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） 21年3月期第1四半期  8,550,000株 20年3月期  8,550,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  1,550株 20年3月期  1,550株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  8,548,450株 20年3月期第1四半期  8,549,200株



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

　当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、原油や原材料価格の高騰等により企業収益に大きく影響を与え

たこと、及びアメリカのサブプライムローン問題により金融市場において混乱等が見られ景気後退懸念が強まりまし

た。また、食料品や生活必需品の値上げが相次ぎ生活防衛意識が強まり、景気の先行きに不透明感が増して来ており、

スタグフレーションの様相を呈する状況に陥りつつあると言えます。

　このような経済状況のなか、当社グループを取り巻く合成樹脂業界におきましては、合成樹脂原料の基礎原材料で

あるエチレンの当第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日～平成20年６月30日）における生産量は1,737千トンと

前年同期比7.4％減少いたしました。これはエチレンセンターの定期修理により、稼働率が低下した為でありますが、

石油化学製品の価格高騰により、石油化学製品の需要そのものも減退しているのではないかと懸念されます。このよ

うな状況下、当第１四半期連結累計期間における売上高は14,753百万円、営業利益は255百万円、経常利益は238百万

円、四半期純利益は132百万円となりました。

　なお、事業別セグメントに関しては、当社グループの取扱商品は合成樹脂関連に集約しているため、当該事業以外

に事業の種類がなく、セグメント別には分類しておりません。

　所在地別セグメントの業績は以下の通りであります。

　①日本

  国内は、石油製品の高騰により、合成樹脂原料価格も上昇したこと、また、合成樹脂原料の中でもスチレン系　

樹脂及びオレフィン系樹脂の販売が伸びたことなどにより売上高13,097百万円、営業利益は238百万円となりました。

②アジア　　

総じて、好調な輸出に支えられ売上高は1,656百万円、営業利益は17百万円となりました。　

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期連結会計期間末の総資産は23,604百万円となり、前連結会計年度末に比べ201百万円増加いたしました。

その要因は、受取手形及び売掛金を主とした流動資産の増加額98百万円及び投資有価証券を主とした固定資産の増加

額103百万円によるものであります。

　また、負債合計は18,100百万円となり、202百万円増加しましたが、その要因は、支払手形及び買掛金を主とした流

動負債の増加額140百万円等によるものです。

　純資産の部は、前連結会計年度末より微減の5,504百万円となり、自己資本比率は23.2％となりました。

（キャッシュ・フローの状況）

  当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は1,500百円となり、前連結会計年度末と比較し

て186百万円の減少となりました。　

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は35百万円の支出となりました。主なプラス要因は、税金等調整前四半期

純利益239百万円、仕入債務の増加額418百万円等であり、主なマイナス要因は、売上債権増加額444百万円、法人税

等の支払額316百万円等であります。

「投資活動によるキャッシュ・フロー」につきましては、投資活動の結果得られた資金は30百万円となりました。

主な要因は定期預金払戻による収入35百万円等によるものです。

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は146百万円の支出となりました。主な要因は、配当金の支払額106百万円、

社債の償還による支出50百万円等によるものです。

３．連結業績予想に関する定性的情報

  今後の世界経済はアメリカでの景気減速や、日本国内での原油価格・素材価格の上昇、円高の進行等により先行き

はますます不透明感が強まるものと思われます。当合成樹脂業界においてはその原料であるエチレンの価格が急ピッ

チで上昇してきており、合成樹脂原料の価格が追いつかない状況になっており、一部のエチレンセンターで生産調整

に入る等厳しい経営環境が続くものと思われます。このような状況を踏まえ、通期の連結業績は平成20年４月23日の

決算短信で公表した業績予想を修正せず据え置いております。

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）

　該当事項はありません。
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（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

１．簡便な会計処理

①固定資産の減価償却費の算定方法

  固定資産の減価償却費の算定方法は、年度予算に基づく年間償却予定額を期間按分する方法としております。

　　　　　②一般債権の貸倒見積高の算定方法

  当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認め

られるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

　　　　　③棚卸資産の評価方法

  当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸

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。

　　　　　④連結会社相互間の債権債務及び取引の相殺消去

連結会社相互間の債権と債務の相殺消去

  当該債権の額と債務の額に差異が見られる場合には、合理的な範囲内で当該差異の調整を行わないで債権

と債務を相殺消去しております。

連結会社相互間の取引の相殺消去

  取引金額に差異がある場合で当該差異の重要性が乏しいときには、親会社の金額に合わせる方法により相

殺消去しております。　　

　　　　　２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

　　　　　①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

  法人税等の納付税額の算定に関しては四半期会計期間に係る法人税等については、四半期会計期間を含む年

度の税金等調整前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り税金等調整前四半期純利

益（累計期間）に当該見積実効税率を乗じて計算する方法によっております。なお、子会社は前連結会計年度

の実際実効税率を用いて計算しております。

（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

  ①当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

②「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、評

価基準については、原価法から原価法（収益の低下による簿価引下げの方法）に変更しております。

　この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純

利益が26,468千円それぞれ減少しております。

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。

③「連結財務諸表作成における存外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第18号）を当第

１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な修正を行っております。なお、当該変更に伴う損益に与

える影響はありません。　

④所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号）を当第１四半期連結会計期間から早期適用し、通常の売買取

引に係る方法に準じた会計処理によっております。。

　この結果、従来の方法によった場合に比べて、リース資産が有形固定資産に9,910千円、無形固定資産に46,652

千円計上されており、営業利益が345千円の増加、経常利益が47千円の減少、税金等調整前四半期純利益が1,023

千円減少いたしました。なお、セグメント情報に与える影響は軽微であります。
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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20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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,560,902 1,783,115

受取手形及び売掛金 18,213,172 17,925,002

商品 922,291 860,327

製品 72,948 71,199

原材料及び貯蔵品 41,213 33,376

仕掛品 9,744 21,398

繰延税金資産 87,057 79,335

その他 246,088 280,256

貸倒引当金 △39,542 △38,994

流動資産合計 21,113,876 21,015,017

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 658,690 658,347

減価償却累計額 376,377 370,452

建物及び構築物（純額） 282,312 287,894

機械装置及び運搬具 186,114 188,039

減価償却累計額 156,646 156,323

機械装置及び運搬具（純額） 29,467 31,715

工具、器具及び備品 98,679 97,742

減価償却累計額 83,217 82,191

工具、器具及び備品（純額） 15,461 15,550

土地 220,690 220,690

リース資産   

リース資産（純額） 9,910 －

有形固定資産合計 557,842 555,851

無形固定資産   

のれん 12,500 25,000

リース資産 46,652 －

その他 8,636 8,807

無形固定資産合計 67,789 33,807

投資その他の資産   

投資有価証券 1,566,772 1,461,149

差入保証金 180,993 179,981

繰延税金資産 2,560 20,659

破産更生債権等 78,716 80,381

その他 117,912 139,319

貸倒引当金 △81,631 △83,297

投資その他の資産合計 1,865,323 1,798,193

固定資産合計 2,490,956 2,387,852

資産合計 23,604,832 23,402,870



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 14,099,548 13,816,050

短期借入金 2,400,364 2,352,907

1年内返済予定の長期借入金 411,000 426,000

1年内償還予定の社債 50,000 100,000

未払法人税等 114,580 324,777

賞与引当金 156,302 98,946

その他 193,528 166,139

流動負債合計 17,425,326 17,284,821

固定負債   

長期借入金 109,500 126,000

退職給付引当金 156,971 147,541

役員退職慰労引当金 20,780 20,015

繰延税金負債 256,796 230,872

その他 131,124 88,899

固定負債合計 675,174 613,329

負債合計 18,100,500 17,898,150

純資産の部   

株主資本   

資本金 793,050 793,050

資本剰余金 721,842 721,842

利益剰余金 3,589,136 3,563,547

自己株式 △919 △919

株主資本合計 5,103,109 5,077,520

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 430,158 369,774

繰延ヘッジ損益 △814 △1,760

為替換算調整勘定 △60,683 28,007

評価・換算差額等合計 368,660 396,022

少数株主持分 32,561 31,178

純資産合計 5,504,332 5,504,720

負債純資産合計 23,604,832 23,402,870



（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）

当第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) 

売上高 14,753,808

売上原価 13,922,056

売上総利益 831,752

販売費及び一般管理費  

運賃 37,584

役員報酬 27,090

給料 165,275

賞与 7,849

賞与引当金繰入額 55,764

退職給付費用 9,194

役員退職慰労引当金繰入額 1,545

福利厚生費 42,624

旅費及び交通費 21,396

賃借料 55,314

支払手数料 21,526

租税公課 6,986

減価償却費 10,368

のれん償却額 12,500

その他 100,998

販売費及び一般管理費合計 576,019

営業利益 255,732

営業外収益  

受取利息 446

受取配当金 9,676

仕入割引 782

為替差益 4,631

その他 1,976

営業外収益合計 17,512

営業外費用  

支払利息 15,694

持分法による投資損失 6,527

手形売却損 6,748

手形流動化手数料 2,151

その他 3,142

営業外費用合計 34,264

経常利益 238,980

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1,118

特別利益合計 1,118



（単位：千円）

当第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) 

特別損失  

固定資産売却損 8

リース会計基準の適用に伴う影響額 975

特別損失合計 983

税金等調整前四半期純利益 239,115

法人税、住民税及び事業税 111,591

法人税等調整額 △7,054

少数株主利益 2,133

四半期純利益 132,445



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第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) 

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 239,115

減価償却費 27,602

固定資産売却損益（△は益） 8

リース会計基準の適用に伴う影響額 975

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,118

賞与引当金の増減額（△は減少） 57,356

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,430

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 765

受取利息及び受取配当金 △10,122

支払利息 15,694

売上債権の増減額（△は増加） △444,234

たな卸資産の増減額（△は増加） △91,868

仕入債務の増減額（△は減少） 418,154

為替差損益（△は益） △2,993

破産更生債権等の増減額（△は増加） 1,664

持分法による投資損益（△は益） 6,527

その他 58,211

小計 285,167

利息及び配当金の受取額 10,122

利息の支払額 △14,573

法人税等の支払額 △316,495

営業活動によるキャッシュ・フロー △35,779

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入 35,999

有形固定資産の取得による支出 △2,059

有形固定資産の売却による収入 58

無形固定資産の取得による支出 △21

投資有価証券の取得による支出 △2,634

投資有価証券の売却による収入 100

貸付金の回収による収入 338

差入保証金の回収による収入 249

差入保証金の差入による支出 △1,798

投資活動によるキャッシュ・フロー 30,231



（単位：千円）

当第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) 

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） 47,457

長期借入金の返済による支出 △31,500

社債の償還による支出 △50,000

リース債務の返済による支出 △5,306

配当金の支払額 △106,855

少数株主への配当金の支払額 △750

財務活動によるキャッシュ・フロー △146,954

現金及び現金同等物に係る換算差額 △33,712

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △186,213

現金及び現金同等物の期首残高 1,687,087

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,500,873



　　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表

　に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結

　財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

　  （４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

　当第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日～平成20年６月30日）において、当社及び連結子会社の事業は、

合成樹脂関連商品の販売等を事業内容としており、単一事業のため、事業の種類別セグメント情報の記載

をしておりません。

ｂ．所在地別セグメント情報

　当第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日～平成20年６月30日）の所在地別セグメントは以下の通りであ

ります。　　　

日本
（千円）

アジア
（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 13,097,500 1,656,308 14,753,808 － 14,753,808

(２）セグメント間の内部売上高又は

振替高
289,151 22,806 311,957 　(311,957) －

計 13,386,652 1,679,114 15,065,766 　(311,957) 14,753,808

営業費用 13,148,059 1,661,264 14,809,324 　(311,247) 14,498,076

営業利益 238,592 17,849 256,442 　　(709) 255,732

　(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．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次の通りであります。　

アジア・・・中国、香港、シンガポール、フィリピン、ベトナム　

　　　 ３．営業費用の内、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。　

　　　 ４．会計処理の方法の変更

　　　　（棚卸資産の評価に関する会計基準）

定性的情報・財務諸表等４．その他（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」②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

会計基準第９号）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が、

日本で20,851千円、アジアで5,617千円それぞれ減少しております。

－ 1 －



ｃ．海外売上高

当第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日～平成20年６月30日）の海外売上高は以下の通りであります。

 アジア その他 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 2,298,706 15,641 2,314,347

Ⅱ　連結売上高（千円） － － 14,753,808

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高

の割合（％）
15.6 0.1 15.7

　　　　　（注）１．国又は地域は、地理的接近度により区分しております。

　　　　２．各区分に属する国又は地域の内訳は次の通りであります。

 　　　　　　　　　（１）アジア・・・・中国、香港、台湾、フィリピン、マレーシア、タイ、インドネシア、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ベトナム、パキスタン

　　　　　　　　　 （２）その他・・・・米国、ブラジル

　　　　　　　　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。　　　　

　　　

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。

－ 2 －



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

　　　　　前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～平成19年６月30日）

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 13,834,863

Ⅱ　売上原価 12,968,755

売上総利益 866,108

Ⅲ　販売費及び一般管理費 557,720

営業利益 308,387

Ⅳ　営業外収益 27,777

Ⅴ　営業外費用 39,285

経常利益 296,879

Ⅵ　特別利益 328,128

Ⅶ　特別損失 124

税金等調整前四半期純利益 624,883

税金費用 261,422

少数株主損益 1,782

四半期純利益 361,677

－ 3 －



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

　　　　　前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～平成19年６月30日）

前年同四半期
（平成20年３月期第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅰ　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　 624,883

減価償却費　 40,301

固定資産除却損 124

固定資産売却益 △327,934

貸倒引当金の増加額 7,438

賞与引当金の増加額 49,748

退職給付引当金の減少額 △4,378

役員退職慰労引当金の増加額 645

受取利息及び受取配当金 △11,052

支払利息　 19,095

売上債権の増加額　 △836,602

たな卸資産の増加額　 △125,095

仕入債務の増加額 54,287

為替差益 △20,787

破産更生債権の増加額　 △6,147

持分法による投資損失 7,305

その他 186,932

小計 △341,236

利息及び配当金の受取額　 11,052

利息の支払額　 △18,614

法人税等の支払額 △190,906

営業活動によるキャッシュ・フロー △539,705

Ⅱ　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　 △12,012

有形固定資産の取得による支出　 △3,595

有形固定資産の売却による収入 1,111,500

無形固定資産の取得による支出　 △51

投資有価証券の取得による支出 △2,918

貸付金の回収による収入 220

差入保証金の回収による収入 612

差入保証金の差入による支出　 △118,336

投資活動によるキャッシュ・フロー 975,419

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純減少額　 △3,000

長期借入金の返済による支出 △34,490

社債の償還による支出　 △50,000

配当金の支払額　　 △85,492

財務活動によるキャッシュ・フロー △172,982

－ 4 －



前年同四半期
（平成20年３月期第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 17,010

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額 279,741

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 3,559,222

Ⅶ　現金及び現金同等物の四半期末残高 3,838,964

－ 5 －



（３）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

　前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～平成19年６月30日）において、当社及び連結子会社の事業は、

合成樹脂関連商品の販売等を事業内容としており、単一事業のため、事業の種類別セグメント情報は記載してお

りません。

ｂ．所在地別セグメント情報

　前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～平成19年６月30日）において、本邦の売上高の金額は全セグ

メントの売上高の合計額に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

ｃ．海外売上高

　前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～平成19年６月30日）の海外売上高は以下の通りであります。

 アジア その他 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 1,775,068 19,995 1,795,063

Ⅱ　連結売上高（千円） － － 13,834,863

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
12.8 0.2 13.0

　（注）１．各区分に属する国又は地域の内訳は次の通りです。

　　　　　　（１）アジア・・・中国、香港、台湾、フィリピン、マレーシア、タイ、インドネシア、ベトナム、

　　　　　　　　　　　　　　　パキスタン

　　　　　　（２）その他・・・米国、ブラジル

　　　　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。

－ 6 －
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