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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 6,668 ― 411 ― 422 ― 204 ―
20年3月期第1四半期 6,360 8.2 394 △8.0 381 2.9 271 △22.2

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 13.33 ―
20年3月期第1四半期 17.73 ―

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 25,294 13,263 52.4 864.94
20年3月期 26,661 13,816 51.8 900.98

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  13,263百万円 20年3月期  13,816百万円

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 ― 9.00 ― 9.00 18.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 9.00 ― 9.00 18.00

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 13,780 5.7 817 7.0 770 6.3 489 △14.2 31.89
通期 27,880 0.1 1,755 1.7 1,658 5.1 1,070 △1.4 69.78

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」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、３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９日発表の通期連結業績予想を修正しておりません。上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際
の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は、添付資料の３ページをご参照下さい。 
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。  

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） 21年3月期第1四半期  15,348,407株 20年3月期  15,348,407株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  14,048株 20年3月期  13,498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  15,334,728株 20年3月期第1四半期  15,337,292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１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、米国発の金融システム不安の拡大により、これまで好調を維持

してきた企業の設備投資や雇用情勢が鈍化してきた事に加え、エネルギーや非鉄金属等の原材料価格の上昇に歯止め

がかからず、米国に次いで欧州においても景気減速懸念が高まって参りました。

　当社グループの属する電子部品業界におきましては、前期に引き続き世界的にＩＴ、デジタル分野における需要が

堅調に推移している事に加え、カーエレクトロニクス化の進展による車載用デバイス市場の伸長により比較的堅調に

推移いたしました。また、地球温暖化問題により環境への配慮という観点から、省電力・長寿命という利点をもつ発

光ダイオード（ＬＥＤ）が市場において関心が高まっております。

　しかしながら、欧米諸国を中心とする景気の減速懸念の広まりや、市場競争の激化による製品価格の下落、非鉄金

属価格の高止まり等により、当社を取り巻く経営環境は次第に厳しくなっております。

　このような経済状況のもと、当社グループは今期の経営重点項目として「高付加価値製品の拡販」と「顧客満足度

の向上」を掲げ全社的な取り組みを推進しております。具体的には、電球に置き換わる省エネルギー照明器具として

も期待が高まっているＬＥＤ用リードフレーム、並びにユビキタス時代の主役である携帯電話・ＰＤＡ・スマート

フォン等に使用されているマイクロピッチコネクタ用部品の拡販に努めております。また、今期は顧客満足度向上の

一環として、更なる高品質化及び低コスト化を目指して、全従業員が一丸となって改善活動に取り組んでおりま

す。

　その結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は66億６千８百万円（前年同期比4.9％増）、営業利益４億１千１

百万円（同4.3％増）、経常利益４億２千２百万円（同10.8％増）、四半期純利益２億４百万円（同24.8％減）とな

りました。

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

① ＩＣ・トランジスタ用リードフレーム

　当製品群は、車載向け、民生用機器向けが主なものであります。需要は前期に続き新興国向けを中心に比較的堅調

に推移しておりますが、景気減速の影響により一部顧客より生産調整の動きが出始めております。当製品群の売上高

は20億５千３百万円（前年同期比4.9％減）となりました。

② オプト用リードフレーム

　当製品群は、ＬＥＤ用部品及びレーザー用部品が主なものであります。車載向け及び携帯電話向けの表面実装（Ｓ

ＭＤ）タイプを中心に受注が堅調に推移しました。当製品群の売上高は17億８千７百万円（同32.9％増）となりまし

た。

③ コネクタ用部品　

　当製品群は、携帯電話向け、デジタル家電向けが主なものであります。新興国を中心にローエンドの携帯電話端末

の需要は拡大を続けておりますが、欧米を中心に多機能タイプの携帯電話の販売が低迷を続け、その影響を受けマイ

クロピッチコネクタ用部品の受注は伸び悩んでおります。当製品群の売上高は22億２千６百万円（同2.6％減）とな

りました。

④ その他

　その他の製品群としては、リレー用部品が主なものであります。当製品群の売上高は６億１百万円（同5.8％増）

となりました。

所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。

① 日本

　日本国内におきましては、国内外の景気減速懸念を反映して、主に高付加価値品であるマイクロピッチコネクタ用

部品が低水準で推移いたしましたが、環境意識の高まり及び原油価格の高騰などにより、省エネルギーデバイスとし

て需要が高まっているＬＥＤ用部品が表面実装タイプを中心に伸長いたしました。

　その結果、売上高は42億３百万円（前年同期比11.1％増）、営業利益は３億１百万円（同10.3％減）となりました。

② アジア

　アジア地域におきましては、前期に続き中国・アジア地域の経済成長の基調に大きな変化はありませんが、一部製

品において欧米諸国の景気減速懸念の影響が出始めており、特に当社の注力するマイクロピッチコネクタはハイエン

ドモデルの需要低迷から、生産調整局面となり不安定な受注状況が続きました。また、世界的な原油価格の高騰及び

非鉄金属価格が高止まる中、顧客への価格転嫁が計画通りに進まずに収益を圧迫してしまいました。

　その結果、売上高は24億６千４百万円（同4.4％減）、営業利益は１億９百万円（同89.1％増）となりました。
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２．連結財政状態に関する定性的情報

① 資産、負債及び純資産の状況

　当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ13億６千６百万円減少し、252億９千４百万円

となりました。これは主に現金及び預金の減少、為替の換算影響により有形固定資産が減少したもであります。

　一方、負債合計は、前連結会計年度末に比べ８億１千３百万円減少し、120億３千１百万円となりました。これは

主に仕入債務の減少、賞与引当金が減少したもであります。

　また、純資産の部は、為替換算調整勘定等の減少により、132億６千３百万円となりました。

　この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の51.8％から0.6ポイント増加し、52.4％となりました。

② キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期連結会計期間における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４億７千９百万円減少し、当第１四半期連結会計期間末には12億４千３百万円となりました。

当第１四半期連結会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）

　営業活動の結果得られた資金は２億２千４百万円（前年同期比29.3％減）となりました。これは税金等調整前四半

期純利益３億１千７百万円及び減価償却費４億２百万円等による資金の増加によるものであります。

（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３億１千３百万円（同39.0％減）となりました。これは主に有形固定資産の取得３

億７百万円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）

　財務活動の結果使用した資金は２億９千９百万円（同22.1％増）となりました。これは主に長期借入金の純減少額

２億２千７百万円及び配当金の支払１億３千８百万円によるものであります。　

３．連結業績予想に関する定性的情報

　今後の見通しにつきましては、国内経済の鈍化、非鉄金属価格の高止まり、為替の動向等、先行き不透明な状態が

続くものと思われますが、当社グループとしては経営資源の効率的な活用、製品販売価格への原材料費増加分の転嫁

提案等の諸施策を推進してまいります。また、当第１四半期の業績は概ね順調に推移しており、平成20年５月９日に

発表しました第２四半期連結累計期間、通期の業績予想及び配当予想の見直しは行っておりません。　

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．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に関しては、実地棚卸を省略して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。

２．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ので、前連結会計年度末において使用した将来の業績予測やタックス・プ

ランニングを利用する方法によっております。

（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。

２．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、主に移動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、主に移動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、営業利益及び経常利益が７百万円増加し、税金等調整前四半期純利益は、94百万円減少してお

ります。

　なお、セグメント情報に与える影響は、従来の方法によった場合に比べ、所在地別セグメント情報の「日本」

の営業利益が７百万円増加しております。  

３．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）を適用しております。

　　これによる損益に与える影響はありません。
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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 1,243,644 1,722,738

受取手形及び売掛金 5,633,500 5,812,972

製品 675,629 708,316

原材料 928,825 967,513

仕掛品 1,011,185 990,311

繰延税金資産 283,905 324,705

未収入金 144,264 162,201

その他 310,438 309,961

貸倒引当金 △3,814 △4,400

流動資産合計 10,227,578 10,994,320

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 9,477,840 9,646,610

減価償却累計額及び減損損失累計額 △5,361,387 △5,325,807

建物及び構築物（純額） 4,116,452 4,320,802

機械装置及び運搬具 13,418,257 13,975,593

減価償却累計額及び減損損失累計額 △8,183,345 △8,343,146

機械装置及び運搬具（純額） 5,234,912 5,632,447

工具、器具及び備品 4,685,959 4,753,443

減価償却累計額及び減損損失累計額 △4,186,098 △4,198,533

工具、器具及び備品（純額） 499,860 554,909

土地 3,681,977 3,648,835

建設仮勘定 53,433 45,549

有形固定資産合計 13,586,636 14,202,545

無形固定資産 240,941 247,666

投資その他の資産   

投資有価証券 644,470 643,041

前払年金費用 134,574 112,902

その他 551,455 562,378

貸倒引当金 △91,080 △101,341

投資その他の資産合計 1,239,420 1,216,980

固定資産合計 15,066,998 15,667,192

資産合計 25,294,577 26,661,513



（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 6,709,232 7,121,193

短期借入金 1,398,157 1,458,132

未払法人税等 50,047 49,557

未払消費税等 25,134 38,168

賞与引当金 210,694 410,000

繰延税金負債 2,675 2,905

その他 1,139,789 1,115,485

流動負債合計 9,535,730 10,195,442

固定負債   

長期借入金 1,027,256 1,175,231

繰延税金負債 85,394 70,554

退職給付引当金 38,122 38,964

役員退職慰労引当金 618,574 612,300

リース債務 110,883 137,224

再評価に係る繰延税金負債 615,348 615,348

固定負債合計 2,495,580 2,649,623

負債合計 12,031,311 12,845,066

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,149,472 4,149,472

資本剰余金 4,459,862 4,459,862

利益剰余金 5,146,207 5,079,759

自己株式 △6,908 △6,622

株主資本合計 13,748,633 13,682,471

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 110,772 110,317

土地再評価差額金 △252,322 △252,322

為替換算調整勘定 △343,817 275,980

評価・換算差額等合計 △485,367 133,975

純資産合計 13,263,266 13,816,447

負債純資産合計 25,294,577 26,661,513



（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 6,668,673

売上原価 5,681,939

売上総利益 986,734

販売費及び一般管理費 575,183

営業利益 411,551

営業外収益  

受取利息 2,302

受取配当金 1,968

受取賃貸料 13,774

為替差益 18,916

その他 8,290

営業外収益合計 45,251

営業外費用  

支払利息 19,634

債権売却損 8,700

その他 5,698

営業外費用合計 34,032

経常利益 422,770

特別利益  

固定資産売却益 1,456

貸倒引当金戻入額 10,696

特別利益合計 12,153

特別損失  

固定資産売却損 4,548

固定資産除却損 10,918

たな卸資産評価損 102,150

特別損失合計 117,617

税金等調整前四半期純利益 317,305

法人税、住民税及び事業税 53,208

法人税等調整額 59,635

法人税等合計 112,844

四半期純利益 204,461



（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 317,305

減価償却費 402,407

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,023

前払年金費用の増減額（△は増加） △21,672

受取利息及び受取配当金 △4,271

支払利息 19,634

有形固定資産除却損 10,918

売上債権の増減額（△は増加） △110,897

たな卸資産の増減額（△は増加） △49,957

仕入債務の増減額（△は減少） △164,255

その他 △118,991

小計 284,243

利息及び配当金の受取額 4,399

利息の支払額 △23,088

法人税等の支払額 △41,370

営業活動によるキャッシュ・フロー 224,184

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 △307,376

有形固定資産の売却による収入 6,806

無形固定資産の取得による支出 △1,940

投資有価証券の取得による支出 △2,451

投資その他の資産の増減額（△は増加） △8,354

その他 △180

投資活動によるキャッシュ・フロー △313,497

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） 84,765

長期借入金の返済による支出 △227,607

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △17,922

自己株式の取得による支出 △286

配当金の支払額 △138,014

財務活動によるキャッシュ・フロー △299,064

現金及び現金同等物に係る換算差額 △90,716

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △479,093

現金及び現金同等物の期首残高 1,722,738

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,243,644



 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において、当連結グループはプレス加工品関連事業を主に営んでおり、事業区分が

単一セグメントのため、記載を省略しております。

 

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）

日本
（千円）

アジア
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業利益

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 4,203,833 2,464,839 6,668,673 － 6,668,673

(2）セグメント間の内部売上高 206,311 22,175 228,486 (228,486) －

計 4,410,144 2,487,015 6,897,159 (228,486) 6,668,673

営業利益 301,609 109,909 411,518 32 411,551

　（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地域の内訳は次のとおりであります。

アジア……シンガポール・フィリピン・中国

ｃ．海外売上高

アジア 中南米 北米 計

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）

Ⅰ　海外売上高

（千円）
3,067,078 30,078 492 3,097,649

Ⅱ　連結売上高

（千円）
－ － － 6,668,673

Ⅲ　海外売上高の連結

売上高に占める割

合（％）

45.9 0.4 0.0 46.4

　（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．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

(1）アジア……台湾・韓国・タイ・シンガポール・フィリピン・マレーシア・中国

(2）中南米……メキシコ

(3）北　米……アメリカ

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国また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。

－ 1 －



「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

前年同四半期
（平成19年６月期

第１四半期）

科目 金額（千円）

Ⅰ．売上高 6,360,463

Ⅱ．売上原価 5,382,498

売上総利益 977,964

Ⅲ．販売費及び一般管理費 583,445

営業利益 394,519

Ⅳ．営業外収益

１．受取利息 4,860

２．受取配当金 2,068

３．賃貸収入 7,368

４．為替差益 13,709

５．その他 4,986 32,993

Ⅴ．営業外費用

１．支払利息 26,964

２．債権譲渡損 8,716

３．その他 10,283 45,964

経常利益 381,548

Ⅵ．特別利益

１．固定資産売却益 1,369

２．貸倒引当金戻入額 442 1,812

Ⅶ．特別損失

１. 固定資産売却損 3,893

２．固定資産除却損 2,243 6,137

税金等調整前四半期
純利益 377,222

法人税、住民税及び
事業税 105,271

法人税等調整額 - 105,271

四半期純利益 271,951

－ 1 －



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第１四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

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

377,222

減価償却費 406,612

退職給付引当金の増加額 4,135

受取利息及び受取配当金 △6,928

支払利息 26,964

有形固定資産除却損 2,243

売上債権の減少額 96,143

たな卸資産の増加額 △539,347

仕入債務の増加額 190,023

その他 △173,818

小計 383,250

利息及び配当金の受取額 7,161

利息の支払額 △29,601

法人税等の支払額 △43,674

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

317,135

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

△488,353

有形固定資産の売却によ
る収入

24,381

無形固定資産の取得によ
る支出

△1,200

投資有価証券の取得によ
る支出

△9,955

投資その他の資産の増加
による支出

△6,619

その他 △32,371

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△514,119

－ 2 －



前第１四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

区分 金額（千円）

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 172,788

長期借入金の返済による
支出

△242,175

ファイナンス・リース債
務の返済による支出

△37,113

自己株式の取得による支
出

△231

配当金の支払額 △138,037

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△244,769

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

△3,113

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加
額

△444,866

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

1,715,374

Ⅶ　現金及び現金同等物の四半
期末残高

1,270,508

 

－ 3 －



（３）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

　当第１四半期連結会計期間において、当連結グループはプレス加工品関連事業を主に営んでおり、事業区分

が単一セグメントのため、記載を省略しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

前第１四半期連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年６月30日）

日本
（千円）

アジア
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業利益

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 3,780,611 2,579,851 6,360,463 － 6,360,463

(2）セグメント間の内部売上高 399,334 66,233 465,567 (465,567) －

計 4,179,945 2,646,084 6,826,030 (465,567) 6,360,463

営業費用 3,843,576 2,587,966 6,431,543 (465,599) 5,965,943

営業利益 336,369 58,118 394,487 32 394,519

　（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．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

アジア……シンガポール・フィリピン・中国

ｃ．海外売上高

アジア 中南米 北米 その他 計

前第１四半期連結会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年６月30日）

Ⅰ　海外売上高

（千円）
2,882,634 101,844 1,172 906 2,986,557

Ⅱ　連結売上高

（千円）
－ － － － 6,360,463

Ⅲ　海外売上高の連結

売上高に占める割

合（％）

45.3 1.6 0.0 0.0 47.0

　（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．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

(1）アジア……台湾・韓国・タイ・シンガポール・フィリピン・マレーシア・中国

(2）中南米……メキシコ

(3）北　米……アメリカ

(4）その他……イギリス・ベルギー

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。

－ 4 －


	㈱エノモト(6928)平成21年３月期 第１四半期決算短信: ㈱エノモト(6928)平成21年３月期 第１四半期決算短信
	- 1 -: - 1 -
	- 2 -: - 2 -
	- 3 -: - 3 -
	- 4 -: - 4 -
	- 5 -: - 5 -
	- 6 -: - 6 -
	- 7 -: - 7 -
	- 8 -: - 8 -
	- 9 -: - 9 -
	- 10 -: - 10 -
	- 11 -: - 11 -
	- 12 -: - 12 -


