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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） 

※21年3月期第1四半期の対前年同四半期増減率については、前年同四半期とは適用される会計基準が異なることから「－」としております。 
※潜在株式が存在しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益は記載しておりません。  

(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 14,079 ― 1,713 ― 1,922 ― 1,136 ―
20年3月期第1四半期 14,489 8.7 1,931 7.6 2,108 11.0 1,292 5.6

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 41.42 ―
20年3月期第1四半期 46.29 ―

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 62,669 50,161 78.9 1,801.34
20年3月期 64,472 50,219 76.7 1,802.43

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  49,421百万円 20年3月期  49,452百万円

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  

※平成20年9月30日現在の株主に対し、平成20年10月1日付をもって、普通株式１株につき1.2株の割合で株式分割を行う予定です。上記、21年3月期（予想）の第２四半
期末の１株当たり配当金は、株式分割前の株式が対象となり、期末の１株当たり配当金は、株式分割後の株式が対象となります。  

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 ― 15.00 ― 31.00 46.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 15.00 ― 31.00 46.00

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  

※平成20年9月30日現在の株主に対し、平成20年10月1日付をもって、普通株式1株につき1.2株の割合で株式分割を行う予定です。上記１株当たり当期純利益は、当該
株式分割の影響を考慮しております。  

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 29,000 2.1 3,300 3.2 3,500 2.1 2,100 1.1 76.54
通期 60,400 2.8 7,300 3.0 7,700 5.4 4,500 4.8 136.68

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  

詳細は、２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） 

詳細は、２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20年５月８日発表の業績予想を修正しておりません。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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に
あたっての注意事項等については、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ください。 
２．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 有

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  29,514,240株 20年3月期  29,514,240株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  2,078,222株 20年3月期  2,077,858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  27,436,228株 20年3月期第1四半期  27,913,920株
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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１四半期連結会計期間における国内景気は、輸出では中国向け等が一部好調であったものの欧米向けは弱含み

となり、設備投資も企業業績が悪化するなか慎重姿勢が強まってくるなど、足踏み状態で推移しました。また、サブ

プライムローン問題に端を発した米国経済の一層の景気減速、原油価格の高騰と各種資源高による交易条件の悪化、

円高・ドル安など、企業環境はいっそう厳しさを増してきました。 

このようななか、当企業グループの業績は、軸受機器事業につきましては、原材料価格の高騰が続いているもの

の、積極的な営業活動と継続的な原価低減活動により、売上と利益の確保に努めました。 

構造機器事業につきましては、厳しい事業環境が続いておりますが、当第１四半期連結会計期間につきましては積

層ゴム支承、滑り支承、制振装置の採用が進みました。一方、利益面では鋼材を主とする原材料価格の高騰等の影響

を受けました。 

建築機器事業につきましては、ビル向けウィンドーオペレーターやエコシリーズ製品の売上が減少しましたが、遮

煙装置は微増となりました。住宅向けのブラインドシャッターの売上も減少しました。 

これらの結果、グループ全体での売上高は140億7千9百万円、経常利益は19億2千2百万円となりました。 

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の財政状態は以下のとおりであります。 

前連結会計年度末に比べ総資産は18億3百万円減少し、純資産が5千8百万円減少した結果、自己資本比率は前連結

会計年度末より2.2ポイント増加し78.9％となりました。増減の主なものは、流動資産では現金及び預金が11億3千7

百万円減少、受取手形及び売掛金が7億6千万円減少しております。固定資産では投資有価証券が4億6百万円増加して

おります。 

負債は17億4千5百万円減少しております。主なものは、流動負債で支払手形及び買掛金の5億1千3百万円減少、未

払法人税等の10億8千3百万円減少、賞与引当金の4億3千1百万円減少などであります。 

（キャッシュ・フロー計算書） 

営業活動によるキャッシュ・フローは7億1千3百万円の収入となっております。内訳の主なものは、増加要因とし

ては税金等調整前四半期純利益19億1千5百万円、減価償却費5億3千5百万円、売上債権の減少額6億3千万円等であ

り、一方減少要因としては仕入債務の減少額4億9千3百万円、法人税等の支払額17億5千9百万円等であります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは8億7千9百万円の支出となっております。これは主に有形固定資産の取得に

よる支出8億5千1百万円等によるものであります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは8億2千6百万円の支出となっております。これは主に配当金の支払8億5百万

円等によるものであります。 

この結果、前連結会計年度末と比較し、現金及び現金同等物の残高が11億3千4百万円減少しております。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

今後につきましては、当面、軸受機器事業は海外での自動車関連部品を中心に売上は堅調に推移するものと思われ

ます。懸念の材料価格の上昇に対しましては、徹底したコストダウンと販売価格の改定により吸収を図り、利益の向

上に努めてまいります。 

構造機器事業につきましては、橋梁分野の受注は一段落しますが、建築分野の受注は堅調に推移すると予測されま

すので、全体としては計画どおりの売上を見込んでおります。利益面につきましては、引き続き鋼材など原材料価格

の高騰が見込まれるため、徹底した原価低減活動により利益の確保に努めます。 

建築機器事業は、ビル向けウィンドーオペレーターは引き続き厳しい環境が続くものと思われますが、エコシリー

ズ製品の受注残が増加しており、リニューアル物件と合わせ売上の増加が見込まれます。また、原価低減・固定費の

削減等により、利益の確保を図ります。 

これらの結果、グループ全体での売上高は604億円、経常利益は77億円を予想しております。 

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） 

該当事項はありません。 

（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 

・たな卸資産の評価方法 

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

オイレス工業(株)（6282）平成21年３月期 第１四半期決算短信

-2-



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。 

・原価差異の配賦方法 

標準原価を適用しているために原価差異が生じた場合、当該原価差異の棚卸資産と売上原価への配賦を年度

決算と比較して簡便的に実施する方法によっております。 

・固定資産の減価償却費の算定方法 

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。 

・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 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発

生状況に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度において使用した将来の業績予想やタックス・

プランニングを利用する方法によっております。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

・税金費用の計算 

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引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、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

（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 

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たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりました

が、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 平成18年７月

５日）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ9千5百万円減少しております。

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。  

②リース取引に関する会計基準の適用 

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（平成５年６月17日（企業会計審議会第

一部会）、平成19年３月30日改正））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（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４

月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴

い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっており

ます。また、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の減価償却の方法については、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。 

これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。  

なお、リース取引開始日が当第１四半期連結会計期間以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、引き続き賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っております。 

③「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」の適用 

当第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」

（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益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：百万円）

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 3,705 4,842

受取手形及び売掛金 18,882 19,642

有価証券 2,479 2,476

商品及び製品 2,264 2,639

仕掛品 2,574 2,346

原材料及び貯蔵品 1,524 1,502

その他 1,619 1,749

貸倒引当金 △135 △116

流動資産合計 32,912 35,083

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,213 6,397

機械及び装置（純額） 4,598 4,694

土地 3,629 3,659

その他（純額） 2,313 1,931

有形固定資産合計 16,755 16,682

無形固定資産 235 237

投資その他の資産   

投資有価証券 7,295 6,888

その他 5,966 6,017

貸倒引当金 △497 △437

投資その他の資産合計 12,764 12,468

固定資産合計 29,756 29,389

資産合計 62,669 64,472
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（単位：百万円）

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 6,655 7,168

短期借入金 0 0

未払法人税等 955 2,039

賞与引当金 614 1,045

役員賞与引当金 36 121

その他 2,341 2,019

流動負債合計 10,602 12,396

固定負債   

長期借入金 1 1

退職給付引当金 1,004 942

役員退職慰労引当金 67 83

負ののれん 2 3

その他 828 825

固定負債合計 1,905 1,856

負債合計 12,507 14,253

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,585 8,585

資本剰余金 9,588 9,588

利益剰余金 33,808 33,526

自己株式 △3,468 △3,468

株主資本合計 48,512 48,231

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 932 796

為替換算調整勘定 △23 424

評価・換算差額等合計 909 1,220

少数株主持分 739 767

純資産合計 50,161 50,219

負債純資産合計 62,669 64,472

オイレス工業(株)（6282）平成21年３月期 第１四半期決算短信

-5-



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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 14,079

売上原価 9,067

売上総利益 5,011

販売費及び一般管理費 3,298

営業利益 1,713

営業外収益  

受取利息 36

受取配当金 59

為替差益 61

受取ロイヤリティー 21

その他 45

営業外収益合計 224

営業外費用  

支払利息 0

売上割引 5

その他 9

営業外費用合計 15

経常利益 1,922

特別利益  

貸倒引当金戻入額 10

特別利益合計 10

特別損失  

固定資産処分損 18

特別損失合計 18

税金等調整前四半期純利益 1,915

法人税等 748

少数株主利益 30

四半期純利益 1,136
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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 1,915

減価償却費 535

負ののれん償却額 △0

貸倒引当金の増減額（△は減少） 80

退職給付引当金の増減額（△は減少） 68

受取利息及び受取配当金 △95

支払利息 0

固定資産処分損益（△は益） 18

売上債権の増減額（△は増加） 630

たな卸資産の増減額（△は増加） △5

仕入債務の増減額（△は減少） △493

その他 △281

小計 2,372

利息及び配当金の受取額 101

利息の支払額 △0

法人税等の支払額 △1,759

営業活動によるキャッシュ・フロー 713

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △851

有形固定資産の売却による収入 △0

投資有価証券の取得による支出 △184

投資有価証券の売却による収入 153

貸付金の回収による収入 0

その他 2

投資活動によるキャッシュ・フロー △879

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △805

少数株主への配当金の支払額 △19

自己株式の取得による支出 △0

リース債務の返済による支出 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △826

現金及び現金同等物に係る換算差額 △142

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,134

現金及び現金同等物の期首残高 7,298

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,163
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 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（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

（注）１．事業区分の方法 

事業区分の方法は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各区分に属する主要な製品 

（1）軸受機器……オイルレスベアリング 

（2）構造機器……免震・制振装置、支承 

（3）建築機器……ウィンドーオペレーター、環境機器、住宅用機器 

（4）その他………上記(1）(2）(3）に属しないもの 

３．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） 

「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」１．（1）に記載のとおり、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 平成18年７月５日）

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、軸受機器で73百万

円、構造機器で14百万円、建築機器で3百万円、その他で3百万円それぞれ減少しております。 

 
軸受機器 
（百万円）

構造機器 
（百万円）

建築機器 
（百万円）

その他 
（百万円）

計 
（百万円） 

消去又は 
全社 

（百万円） 

連結 
（百万円）

売上高              

（1）外部顧客に対する売上高 9,377 2,774 1,402 524 14,079 － 14,079 

（2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
2 － 0 11 13 (△13) － 

計 9,379 2,774 1,402 535 14,092 (△13) 14,079 

営業利益 1,447 190 48 26 1,713 － 1,713 
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ｂ．所在地別セグメント情報 

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） 

（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主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

北 米：アメリカ、カナダ 

欧 州：ドイツ、フランス、チェコ 

アジア：中国、タイ 

３．区分の欧州とアジアは、従来、その他と表示しておりましたが、金額的重要性が増したため分けて表示してお

ります。 

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） 

「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」１．（1）に記載のとおり、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 平成18年７月５日）

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95百万円減

少しております。 

ｃ．海外売上高 

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） 

（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．各区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

北 米：アメリカ、カナダ 

欧 州：ドイツ、フランス、チェコ 

アジア：中国、タイ 

その他：上記区分以外 

３．区分の欧州とアジアは、従来、その他に含めて表示しておりましたが、金額的重要性が増したため分けて表示

しております。 

４．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。 

 
日本 

（百万円）
北米 

（百万円）
欧州 

（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）

売上高              

（1）外部顧客に対する売上高 11,949 952 592 584 14,079 － 14,079 

（2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
798 27 2 33 861 (△861) － 

計 12,747 979 595 618 14,941 (△861) 14,079 

営業利益 1,369 90 118 134 1,713 － 1,713 

  北米 欧州 アジア  その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 969 741 975 10 2,696 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － － 14,079 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
6.9 5.3 6.9 0.1 19.2 
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「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 

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
第１四半期） 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高 14,489 

Ⅱ 売上原価 9,281 

売上総利益 5,208 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,276 

営業利益 1,931 

Ⅳ 営業外収益 195 

Ⅴ 営業外費用 18 

経常利益 2,108 

Ⅵ 特別利益 21 

Ⅶ 特別損失 7 

税金等調整前四半期純利益 2,122 

法人税等 818 

少数株主損益  △11 

四半期純利益 1,292 
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 
前年同四半期 

（平成20年３月期 
第１四半期） 

区分 金額（百万円） 

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 2,122 

減価償却費 486 

売上債権の増減額 △621 

たな卸資産の増減額 △270 

仕入債務の増減額 1 

その他 △1,096 

小計 622 

法人税等の支払額 △1,346 

その他 77 

営業活動によるキャッシュ・フロー △646 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △585 

その他 △1,387 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,973 

Ⅲ 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 △13 

自己株式の取得による支出 △19 

親会社による配当金の支払額 △461 

少数株主への配当金の支払額 △11 

財務活動によるキャッシュ・フロー △505 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 3 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △3,121 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 11,621 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 8,499 
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（３）セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

前年同四半期（平成20年３月期第１四半期） 

（注）１．事業区分の方法 

事業区分の方法は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各区分に属する主要な製品 

（1）軸受機器……オイルレスベアリング 

（2）構造機器……免震・制振装置、支承 

（3）建築機器……ウィンドーオペレーター、環境機器、住宅用機器 

（4）その他………上記(1）(2）(3）に属しないもの 

ｂ．所在地別セグメント情報 

前年同四半期（平成20年３月期第１四半期） 

（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主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

北 米：アメリカ、カナダ 

その他：ドイツ、フランス、チェコ、中国、タイ 

 
軸受機器 
（百万円）

構造機器 
（百万円）

建築機器 
（百万円）

その他 
（百万円）

計 
（百万円） 

消去又は 
全社 

（百万円） 

連結 
（百万円）

売上高              

（1）外部顧客に対する売上高 8,815 3,248 1,800 625 14,489 － 14,489 

（2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
0 － 2 43 46 (△46) － 

計 8,816 3,248 1,802 668 14,536 (△46) 14,489 

営業費用 7,609 2,719 1,652 622 12,604 (△46) 12,557 

営業利益 1,206 529 149 46 1,931 － 1,931 

 
日本 

（百万円）
北米 

（百万円）
その他 

（百万円）
計 

（百万円）

消去又は 
全社 

（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高            

（1）外部顧客に対する売上高 12,486 1,100 903 14,489 － 14,489 

（2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
782 0 27 810 (△810) － 

計 13,269 1,100 930 15,300 (△810) 14,489 

営業費用 11,532 999 836 13,368 (△810) 12,557 

営業利益 1,737 100 94 1,931 － 1,931 
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ｃ．海外売上高 

前年同四半期（平成20年３月期第１四半期） 

（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．各区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

北 米：アメリカ、カナダ 

その他：ドイツ、フランス、チェコ、中国、タイ 

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。 

  北米 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 1,046 1,541 2,588 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － 14,489 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
7.2 10.6 17.9 
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