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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 

（注）平成20年４月１日付で株式１株につき３株の株式分割を行っております。   

(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 6,641 ― 50 ― 205 ― 89 ―
20年3月期第1四半期 7,105 ― 552 ― 768 ― 472 ―

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 1,282.29 ―
20年3月期第1四半期 22,810.80 ―

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 24,094 8,534 34.6 119,653.94
20年3月期 23,851 8,303 34.2 351,407.28

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  8,327百万円 20年3月期  8,152百万円

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  

（注2）平成20年４月１日付で株式１株につき３株の株式分割を行っております。  

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 ― 2,000.00 ― 2,000.00 4,000.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 700.00 ― 700.00 1,400.00

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 14,767 5.8 900 △0.1 835 △17.7 487 △27.3 6,997.13
通期 32,386 14.7 2,300 17.4 2,167 26.7 1,265 28.5 18,175.29

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  無  

(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】 ４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

（注）平成20年４月１日付で株式１株につき３株の株式分割を行っております。  

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他の特記事項 
1. 本資料に記載されている業績の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条件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、３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. 当社は、平成20年４月１日付で株式１株につき３株の株式分割を行っております。 
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 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  69,600株 20年3月期  23,200株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  ―株 20年3月期  ―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  69,600株 20年3月期第1四半期  20,700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世界経済は、米国のサブプライムローン問題を発端とした金融不安や原油、食

料価格の高騰等、景気後退の懸念材料が見られる状況となりました。

　このような状況の中、当社グループは“品質を高める”をスローガンに掲げ、お客様のオンデマンド・ビジネスを

サポートするための施策を積極的に展開してまいりました。

　具体的施策といたしましては、当社の主力製品JV3シリーズの後継機として平成19年８月から発売を開始したJV33-130

／160を中心とした拡販に努めました。

　その結果、当第１四半期における各科目別の経営成績及びその分析は次のとおりであります。

（１）売上高

　既存製品の拡販に努め、特に主力製品JV3シリーズの後継機であるJV33シリーズの販売が好調に推移し、インク等消

耗品売上も概ね順調に確保致しましたが、他のプリンタ及びカッティングプロッタ本体の売上が伸び悩むこととなっ

たため、売上高は66億41百万円（前年同期比6.5％減）となりました。

（２）売上原価、販売費及び一般管理費、営業利益

　売上総利益率は、米ドルにおいて顕著な円高傾向が見られたこと等による売上高の押し下げ作用及び会計方針の変

更に伴う原価増等の影響により40.8％（同4.0ポイントの悪化）となりました。また、販売費及び一般管理費は、主に

給料手当、支払手数料、研究開発費等の増加により26億57百万円（同1.1％増）となりました。その結果、営業利益は

50百万円（同90.9％減）となりました。

（３）営業外損益、経常利益

　営業外収益は、為替差益の減少等により１億95百万円（同23.0％減）となりました。営業外費用は、売上割引の増

加等により39百万円（同6.6％増）となりました。その結果、経常利益は２億５百万円（同73.2％減）となりました。

（４）特別損益、四半期純利益

　特別利益は、固定資産売却益の減少等により４百万円（同43.9％減）、特別損失は、過年度製品保証引当金繰入額

の計上等により43百万円（同5122.5％増）となりました。その結果、四半期純利益は89百万円（同81.1％減）となり

ました。

 

　当社グループはコンピュータ周辺機器事業の単一セグメントであります。当第１四半期連結会計期間における機種

群別の売上は次のとおりであります。

 ［機種群別売上高］

 売上高（百万円） 構成比率（％） 対前年同期増減率（％）

 S G 市 場 向 け 4,954 74.6 0.3

 I P 市 場 向 け 940 14.2 △32.2

 T A 市 場 向 け 308 4.6 △15.1

 そ  　 の　  他 437 6.6 5.0

 合　     　　計 6,641 100.0 △6.5

 ［品目別売上高］

 売上高（百万円） 構成比率（％） 対前年同期増減率（％）

  製　品　本　体 3,259 49.1 △14.9

  イ 　 ン　  ク 2,510 37.8 8.5

  そ　　の　　他 871 13.1 △9.3

  合　        計 6,641 100.0 △6.5

 

（SG市場向け）

　主力製品JV3シリーズの後継機として、平成19年８月から発売を開始したJV33-130／160を中心としたプリンタ本体

の拡販に努めました。プリンタ本体の稼働台数の増加に伴うインク等消耗品も売上に寄与しました。その結果、売上

高は49億54百万円（前年同期比0.3％増）となりました。

（IP市場向け）

　既存製品のJF-1631、UJF-605CⅡを中心に拡販に努めました。インク等消耗品の売上が伸長したものの、プリンタ等

本体売上は伸び悩む傾向となりました。その結果、売上高は９億40百万円（同32.2％減）となりました。

（TA市場向け）

　既存製品のTX2-1600、DSシリーズを中心に拡販に努めましたが、プリンタ本体、インク等消耗品ともに売上は伸び

悩む傾向となりました。その結果、売上高は３億８百万円（同15.1％減）となりました。
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　また、所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。

（日本地域）

　全国11ヶ所の営業拠点を中心に大小展示会への出展、ミニ展の開催等の取組みを積極的に行いました。アジア・パ

シフィック向けの売上は好調に推移いたしましたが、国内向けの売上はIP市場向けを中心として伸び悩む傾向となり

ました。その結果、外部顧客に対する売上高は30億52百万円、営業利益は１億18百万円となりました。

（北米地域）

　販売子会社MIMAKI USA,INC.において、当社グループ製品を販売するディーラーと協調して展示会を開催する等の積

極的な販売促進活動を行い、保守サービス面の強化にも注力いたしました。しかしながら、日本地域同様にIP市場向

けの売上が低迷したことに加え、総じてアメリカ経済低迷の影響を受けたこと、米ドルの為替レートが円高傾向にあっ

たこと等から売上高が伸び悩む傾向となりました。その結果、売上高は10億99百万円、営業利益は73百万円となりま

した。

（欧州地域）

　販売子会社MIMAKI EUROPE B.V.において、展示会出展等による積極的な営業活動を行い、JV33シリーズの売上を順

調に伸ばしたため、SG市場向けでは、相応の売上を確保することとなりましたが、IP市場向けの売上が伸び悩んだた

め、当該地域全体の売上も伸び悩む傾向となりました。その結果、売上高は24億84百万円、営業利益は１億59百万円

となりました。

（アジア地域）

　台湾御牧股份有限公司にて部品調達及びインクの組立を行っており、部品調達等コストの低減に注力いたしました。

また、御牧噴墨打印科技（浙江）有限公司においては、生産体制の整備に注力いたしました。その結果、売上高は４

百万円、営業損失は26百万円となりました。

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

（１）資産、負債及び純資産の状況

（資産）

　資産の残高は、前連結会計年度末に比べ、２億43百万円増加し240億94百万円となりました。流動資産の残高は、現

金及び預金や受取手形及び売掛金の減少等により８億１百万円減少し161億10百万円となりました。固定資産の残高は、

今期よりリース資産を計上したこと及び業容拡大による設備投資等により10億44百万円増加し79億84百万円となりま

した。

（負債）

　負債の残高は、前連結会計年度末に比べ、11百万円増加し155億60百万円となりました。流動負債の残高は、支払手

形及び買掛金の減少等により２億76百万円減少し142億98百万円となりました。固定負債の残高は、役員退職慰労金制

度の廃止に伴う取り崩しの減少等があったものの、今期よりリース取引に関する会計処理を変更したことに伴うその

他固定負債の増加等により２億88百万円増加し12億61百万円となりました。

（純資産）

　純資産の残高は、前連結会計年度末に比べ、２億31百万円増加し85億34百万円となりました。これは為替換算調整

勘定の増加等によるものであります。

（２）キャッシュ・フローの状況

　現金及び現金同等物残高（以下「資金」という。）は、売上債権の減少や未収消費税の減少等による調達があった

ものの、仕入債務の減少や設備投資等に使用されたため、前連結会計年度末に比べ６億２百万円減少し、当四半期連

結会計期間末には、27億59百万円となりました。なお、営業活動、投資活動、財務活動別の詳細につきましては、次

のとおりであります。

　営業活動の結果獲得した資金は１億46百万円となりました。これは、仕入債務の減少９億55百万円等があったもの

の、税金等調整前四半期純利益１億66百万円に加え、売上債権の減少５億55百万円、未収消費税等の減少４億88百万

円等の資金の獲得があったことによるものであります。

　投資活動の結果使用した資金は８億79百万円となりました。これは、有形固定資産の取得による支出５億15百万円

等によるものであります。

　財務活動の結果獲得した資金は84百万円となりました。これは、短期借入金の増加３億円等があったことによるも

のであります。

 

３．連結業績予想に関する定性的情報

　第２四半期以降におきましても、米国のサブプライムローン問題を発端とした金融不安や原油、食料品価格の高騰

等、景気後退の懸念材料が見られる状況が続くことと予想されます。当社グループといたしましては、今後新製品発

売による収益の拡大を図るため、積極的な営業活動を展開していく方針であり、現時点では、平成20年5月14日に公表

した「平成20年３月期決算短信」に記載の業績予想を修正せず据え置いております。しかしながら、今後、国内外で
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の更なる景気後退、為替の変動等、事業環境が大きく変化し、今後の業績予想数値に修正の必要が生じた場合には速

やかに開示する予定です。

 

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

ａ．簡便な会計処理

　該当事項はありません。

ｂ．特有の会計処理

　該当事項はありません。

（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

ａ．会計基準等の改正に伴う変更

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棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

　通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、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、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9,392千円減少しております。

③リース取引に関する会計基準の適用

　当社及び国内連結子会社は、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、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。

　これにより、リース資産が有形固定資産に533,171千円及び無形固定資産に11,543千円計上されております

が、損益への影響はありません。

④「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。

　これにより、税金等調整前四半期純利益は4,547千円減少しておりますが、営業利益及び経常利益に及ぼす

影響はありません。また、適用初年度の期首利益剰余金は40,293千円減少いたしました。

ｂ．ａ．以外の変更

①従来、有償保守契約に係る売上に対応する費用については、無償の製品補修費用と同様に製品補修費として

販売費及び一般管理費に計上しておりましたが、当第１四半期連結会計期間より売上原価へ計上する方法に

変更いたしました。

　これは、保守売上高の増大とともに対応する製品補修費用が増してきたこと、また製品補修費用のデータ

が整備されたことから、売上高と売上原価との対応関係をより適正に表示するために行ったものでありま

す。

　これにより、従来の方法によった場合に比べ、売上原価は105,625千円増加し、売上総利益、販売費及び一

般管理費はそれぞれ同額減少しておりますが、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。　
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（追加情報）

　従来、個別に認識された無償補修費用の見積額（前連結会計年度112,706千円）を未払金に含めて計上し、

それ以外の無償補修費用については支出時の費用として処理しておりましたが、当第１四半期連結会計期間

より、無償補修費用の個別見積額及び過去の実績に基づく負担見積額の合計額を製品保証引当金として計上

しております。

　これは、売上高の増大により将来における無償補修費用の増加が見込まれる中で、製品種類毎の無償補修

費用に係るデータが整備・蓄積されたことから、当第１四半期連結会計期間より過去の実績に基づく負担見

積額を製品保証引当金として計上するとともに、従来、未払金に含めて計上していた個別に認識された無償

補修費用の見積額についても、より明瞭な勘定科目への統一を図ったものであります。

　これにより、従来の方法に比べ、営業利益及び経常利益がそれぞれ8,431千円増加し、税金等調整前四半期

純利益が34,316千円減少しております。　
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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 2,978,601 3,432,670

受取手形及び売掛金 3,990,733 4,368,385

製品 6,251,451 5,843,131

原材料 1,433,681 1,376,631

仕掛品 409,426 373,539

貯蔵品 52,613 53,930

繰延税金資産 685,341 636,447

その他 387,865 851,454

貸倒引当金 △78,793 △24,014

流動資産合計 16,110,921 16,912,176

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,631,573 2,521,799

土地 1,235,682 1,235,682

その他（純額） 2,757,016 1,987,476

有形固定資産合計 6,624,272 5,744,958

無形固定資産   

その他 468,427 331,302

無形固定資産合計 468,427 331,302

投資その他の資産   

繰延税金資産 239,044 241,130

その他 850,346 813,885

貸倒引当金 △198,070 △192,049

投資その他の資産合計 891,320 862,966

固定資産合計 7,984,019 6,939,228

資産合計 24,094,941 23,851,404

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,243,727 6,191,970

短期借入金 5,300,000 5,000,000

1年内返済予定の長期借入金 557,843 585,342

未払法人税等 163,197 309,276

賞与引当金 178,954 287,538

役員賞与引当金 1,959 18,303

製品保証引当金 150,753 －

その他 2,701,730 2,182,129

流動負債合計 14,298,165 14,574,558

固定負債   

長期借入金 455,560 575,643

繰延税金負債 8,239 7,757

退職給付引当金 233,593 228,565

役員退職慰労引当金 － 142,268

その他 564,504 19,442

固定負債合計 1,261,896 973,677

負債合計 15,560,062 15,548,235
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（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,015,168 2,015,168

資本剰余金 1,903,168 1,903,168

利益剰余金 4,286,204 4,283,650

株主資本合計 8,204,541 8,201,987

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 241 △1,038

為替換算調整勘定 123,130 △48,300

評価・換算差額等合計 123,372 △49,338

新株予約権 206,965 150,520

純資産合計 8,534,878 8,303,168

負債純資産合計 24,094,941 23,851,404
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（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 6,641,228

売上原価 3,933,582

売上総利益 2,707,646

販売費及び一般管理費 2,657,562

営業利益 50,083

営業外収益  

受取利息 5,296

受取配当金 2,243

為替差益 179,920

その他 7,784

営業外収益合計 195,245

営業外費用  

支払利息 21,324

売上割引 13,488

その他 4,732

営業外費用合計 39,545

経常利益 205,783

特別利益  

固定資産売却益 1,995

貸倒引当金戻入額 2,169

特別利益合計 4,164

特別損失  

固定資産除却損 1,183

過年度製品保証引当金繰入額 42,747

特別損失合計 43,930

税金等調整前四半期純利益 166,017

法人税、住民税及び事業税 108,740

法人税等調整額 △31,970

法人税等合計 76,770

四半期純利益 89,247
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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）

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 166,017

減価償却費 260,430

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,268

製品保証引当金の増減額（△は減少） 150,753

賞与引当金の増減額（△は減少） △108,818

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △16,344

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,027

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △142,268

受取利息及び受取配当金 △7,539

支払利息 21,324

株式報酬費用 56,445

為替差損益（△は益） △286,883

固定資産売却損益（△は益） △1,995

固定資産除却損 1,183

売上債権の増減額（△は増加） 555,716

たな卸資産の増減額（△は増加） △276,048

仕入債務の増減額（△は減少） △955,867

未収消費税等の増減額（△は増加） 488,995

未払金の増減額（△は減少） △99,974

その他 598,736

小計 406,622

利息及び配当金の受取額 7,539

利息の支払額 △19,006

法人税等の支払額 △248,709

営業活動によるキャッシュ・フロー 146,446

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の増減額（△は増加） △144,092

有形固定資産の取得による支出 △515,903

有形固定資産の売却による収入 5,653

無形固定資産の取得による支出 △195,879

投資有価証券の取得による支出 △10,200

その他 △19,444

投資活動によるキャッシュ・フロー △879,865

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） 300,000

長期借入金の返済による支出 △147,582

リース債務の返済による支出 △29,878

配当金の支払額 △37,754

財務活動によるキャッシュ・フロー 84,785

現金及び現金同等物に係る換算差額 46,307

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △602,325

現金及び現金同等物の期首残高 3,362,300

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,759,974
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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）

　当社グループはコンピュータ周辺機器事業の専業メーカーとして、同一セグメントに属するインクジェット

プリンタ及びカッティングプロッタ等の製造、販売を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため該当

事項はありません。

ｂ．所在地別セグメント情報

　当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

 
日本

（千円）
北米

（千円）
欧州

（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 3,052,857 1,099,520 2,484,482 4,367 6,641,228 ― 6,641,228

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
2,611,387 8,770 890 217,246 2,838,294 △2,838,294 ―

計 5,664,244 1,108,291 2,485,373 221,613 9,479,522 △2,838,294 6,641,228

営業利益又は営業損失（△） 118,754 73,518 159,355 △26,954 324,673 △274,590 50,083

　（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・・・・・・・アメリカ合衆国

欧州・・・・・・・オランダ王国

アジア・・・・・・台湾、中国

３．会計方針の変更

　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。

　これにより、「日本」の営業利益は7,922千円、「北米」の営業利益は1,026千円、「欧州」の営業利益は

442千円それぞれ減少しております。 

（追加情報）

　当第１四半期連結会計期間より、無償補修費用の個別見積額及び過去の実績に基づく負担見積額の合計額

を製品保証引当金として計上しております。

　これにより、「日本」の営業利益は7,262千円、「欧州」の営業利益は1,168千円それぞれ増加しておりま

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）

 北米 欧州 アジア
その他の
地域

計

Ⅰ　海外売上高（千円） 1,151,453 2,298,175 477,336 910,181 4,837,147

Ⅱ　連結売上高（千円） ― ― ― ― 6,641,228

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割

合（％）
17.3 34.6 7.2 13.7 72.8

　（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。

(1）北米・・・・・・・アメリカ合衆国、カナダ

(2）欧州・・・・・・・イタリア、ドイツ、イギリス、フランス、ポルトガル
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(3）アジア・・・・・・中国、韓国、インド、タイ、シンガポール

(4）その他の地域・・・ブラジル、メキシコ、ロシア、南アフリカ、チリ

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。
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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（千円）

Ⅰ　売上高 7,105,541

Ⅱ　売上原価 3,923,732

売上総利益 3,181,808

Ⅲ　販売費及び一般管理費 2,629,574

営業利益 552,234

Ⅳ　営業外収益 253,465

１．受取利息 12,699

２．受取賃貸料 696

３．為替差益 229,946

４．その他 10,124

Ⅴ　営業外費用 37,093

１．支払利息 19,402

２．売上割引 5,879

３．その他 11,810

経常利益 768,606

Ⅵ　特別利益 7,425

１．固定資産売却益 7,425

Ⅶ　特別損失 841

１．固定資産売却損 515

２．固定資産除却損 325

税金等調整前四半期純利益 775,190

法人税、住民税及び事業税 367,736

過年度法人税等 29,713

法人税等調整額 △94,443

四半期純利益 472,183
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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（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 775,190

減価償却費 214,794

貸倒引当金の増加額 26,582

賞与引当金の減少額 △49,989

役員賞与引当金の減少額 △11,420

退職給付引当金の増加額 1,026

役員退職慰労引当金の増加額 1,988

受取利息及び受取配当金 △14,677

支払利息 19,402

為替差益 △224,266

固定資産売却益 △7,425

固定資産売却損 515

固定資産除却損 325

売上債権の増加額 △215,300

たな卸資産の増加額 △25,579

仕入債務の減少額 △8,100

未払消費税の増加額 406,007

未払金の減少額 △31,248

その他 60,700

小計 918,529

利息及び配当金の受取額 14,624

利息の支払額 △14,261

法人税等の支払額 △537,873

営業活動によるキャッシュ・フロー 381,020

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の純増減額 △68,375

有形固定資産の取得による支出 △286,255

有形固定資産の売却による収入 10,097

無形固定資産の取得による支出 △36,758

その他 △6,803

投資活動によるキャッシュ・フロー △388,094

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入れによる収入 3,000

長期借入金の返済による支出 △150,331

配当金の支払額 △63,548

－ 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）

財務活動によるキャッシュ・フロー △210,879

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 66,049

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額（又は減少額） △151,905

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 4,769,687

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 4,617,782
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