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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 30,380 ― 520 ― 853 ― 507 ―
20年3月期第1四半期 30,553 8.8 1,030 △3.5 1,346 △8.1 870 1.9

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

21年3月期第1四半期 8.12 ―
20年3月期第1四半期 13.92 ―

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 90,909 36,798 39.9 580.77
20年3月期 98,537 42,737 42.8 674.22

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  36,313百万円 20年3月期  42,157百万円

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 ― 6.00 ― 6.00 12.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 6.00 ― 6.00 12.00

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  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

第2四半期連結累計期間 63,000 ― 1,000 ― 1,500 ― 900 ― 14.39
通期 128,000 △0.9 2,500 △36.1 3,400 △30.7 2,000 △37.6 31.99

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、４ページ「【定性的情報・財務諸表等】４．その他」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、４ページ「【定性的情報・財務諸表等】４．その他」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）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。なお、業績予想に関する事項は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
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 平成19年３月14日）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 平成19年３月14日）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 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  62,601,161株 20年3月期  62,601,161株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  74,711株 20年3月期  74,266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  62,526,283株 20年3月期第1四半期  62,536,032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の世界経済は、サブプライムローン問題の実体経済への波及や、原油・資源高

が続く中で、米国は景気が減速し、アジアは中国、インド等で拡大傾向が持続しました。日本経済は原油・

資源高が企業収益を圧迫し、個人消費が伸び悩むなど景気後退の懸念が高まりました。

このような状況の中で、当社グループはアジアを中心とした拡販に取り組みましたが、年初来の円高によ

る為替換算の影響を受け、売上高は303億８千万円（前年同期比0.6％減少）となりました。利益面では、

販売価格の改定に取り組みましたが、特に日本市場において原材料高の影響を大きく受け、経常利益は８

億５千３百万円（前年同期比36.7％減少）、四半期純利益は５億７百万円（前年同期比41.7％減少）となり

ました。

事業の種類別セグメントの業績は、次の通りであります。

（印刷用インキ事業）

印刷用インキの販売数量は、米国景気減速の影響を受けましたものの、アジア地域での経済成長、特に

インドネシア及びインドの旺盛な需要に支えられて順調に推移いたしました。しかし、円高による為替

換算の影響を受けました結果、売上高は210億２千７百万円（前年同期比0.6％減少）となりました。利

益面では、原材料高に対して価格転嫁が遅れ、営業利益は11億８百万円（前年同期比15.6％減少）とな

りました。

（印刷用機材事業）

印刷製版用材料はほぼ横ばいで推移いたしましたが、印刷製版関連機器は、景気減速を背景とした設備

投資への慎重な姿勢が影響しました。この結果、売上高は68億２千５百万円（前年同期比3.1％減少）とな

りました。また、営業利益は、貸倒損失など経費負担が増加したことにより、６千３百万円（前年同期比

66.3％減少）となりました。

（その他の事業）

顔料分散技術関連品及び商品の販売が堅調に推移いたしました結果、売上高は33億８百万円（前年同期

比6.8％増加）となりました。また、営業利益は、のれん償却額など経費負担が増加したことにより、３千

万円（前年同期比79.9％減少）となりました。

所在地別セグメントの業績は、次の通りであります。

（日 本）

印刷製版関連機器は低調に推移しましたものの、印刷用インキが堅調に推移いたしました結果、売上高

は180億１千４百万円（前年同期比1.6％増加）となりました。利益面では、原材料高の影響及び貸倒損失

の増加により、営業利益は８億２百万円（前年同期比31.3％減少）となりました。
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（アジア）

経済成長を背景にアジアの各市場が拡大を持続する中、特にインドネシア及びインドの旺盛な需要に支

えられ、印刷用インキの販売数量は順調に推移いたしました。この結果、売上高は28億７千７百万円（前

年同期比22.7％増加）となりました。利益面では、原材料高の影響はあるものの、数量増効果によってカ

バーいたしました結果、営業利益は１億３千４百万円（前年同期比52.3％増加）となりました。

（北 米）

米国景気減速の影響を受け、印刷用インキの販売数量は低調に推移いたしました。また、円高による為

替換算の影響を受けました結果、売上高は82億２千８百万円（前年同期比11.3％減少）となりました。利

益面では、原材料高及びのれん償却額によるコスト増加の影響により、営業利益は１億２千３百万（前年

同期比59.9％減少）となりました。

（その他）

ユーロ圏景気は減速傾向にあるものの印刷用インキの販売数量は好調を持続いたしましたが、円高によ

る為替換算の影響を受けました結果、売上高は18億１千６百万円（前年同期比12.0％増加）となりました。

また、営業利益は、数量増効果により、８千２百万円（前年同期比35.6％増加）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、前連結会計年度末比76億２千７百万円（7.7％）減少の909億９

百万円となりました。

流動資産は、主として受取手形及び売掛金の減少により、前連結会計年度末比22億１千４百万円（4.1％）

減少の518億７千３百万円となりました。

固定資産は、主として会計基準変更に伴うのれんの減少により、前連結会計年度末比54億１千３百万円

（12.2％）減少の390億３千６百万円となりました。

当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末比16億８千９百万円（3.0％）減少の541億

１千万円となりました。

流動負債は、主として支払手形及び買掛金の減少により、前連結会計年度末比８億５千３百万円（2.1％）

減少の398億８千４百万円となりました。

固定負債は、主として長期借入金の減少により、前連結会計年度末比８億３千５百万円（5.5％）減少の

142億２千６百万円となりました。

当第１四半期連結会計期間末の純資産は、主として会計基準変更に伴う利益剰余金の減少により、前連結

会計年度末比59億３千８百万円（13.9％）減少の367億９千８百万円となりました。

３. 連結業績予想に関する定性的情報

当社グループを取り巻く事業環境は、当初の予想を大きく上回る急激な原材料価格の高騰や景気後退懸念

の高まりなど、厳しさを増してきております。このような状況の中、今後の業績について検討した結果、業

績予想の修正を行うことといたしました。

具体的な内容につきましては「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。
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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)

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

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

①四半期財務諸表に関する会計基準の適用

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 平成19年３月14日)

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 平成19年３月14

日)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重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

たな卸資産

国内連結会社は、従来、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、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。

この変更による営業利益、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。

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。

この修正により、期首の利益剰余金が3,949百万円減少しております。また、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63百万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。

④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。
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この変更による営業利益、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。

なお、平成20年３月31日以前に契約した所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引続き

通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理によっております。

(追加情報)

有形固定資産の耐用年数の変更

当社及び国内連結子会社は、平成20年度の法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間よ

り、機械装置等の耐用年数を変更しております。

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12百万円減少してお

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：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 3,759 4,217

受取手形及び売掛金 36,225 37,614

商品 685 759

製品 5,875 5,819

原材料 2,936 3,177

仕掛品 696 708

その他 2,048 2,178

貸倒引当金 △354 △388

流動資産合計 51,873 54,087

固定資産

有形固定資産 20,258 21,382

無形固定資産

のれん 637 4,863

その他 1,312 1,609

無形固定資産合計 1,950 6,473

投資その他の資産

投資有価証券 14,356 14,328

その他 3,711 3,424

貸倒引当金 △1,240 △1,158

投資その他の資産合計 16,827 16,594

固定資産合計 39,036 44,449

資産合計 90,909 98,537
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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 21,927 22,773

短期借入金 7,441 7,501

1年内返済予定の長期借入金 4,281 3,799

未払費用 3,802 3,391

未払法人税等 421 509

賞与引当金 410 784

その他 1,599 1,975

流動負債合計 39,884 40,737

固定負債

長期借入金 10,399 11,409

退職給付引当金 2,531 2,500

その他 1,295 1,151

固定負債合計 14,226 15,061

負債合計 54,110 55,799

純資産の部

株主資本

資本金 7,472 7,472

資本剰余金 5,724 5,744

利益剰余金 25,898 29,715

自己株式 △37 △37

株主資本合計 39,059 42,895

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 2,119 1,810

繰延ヘッジ損益 △0 2

為替換算調整勘定 △4,864 △2,551

評価・換算差額等合計 △2,745 △738

少数株主持分 485 580

純資産合計 36,798 42,737

負債純資産合計 90,909 98,537
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(２) 四半期連結損益計算書

（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)

売上高 30,380

売上原価 23,787

売上総利益 6,593

販売費及び一般管理費 6,072

営業利益 520

営業外収益

受取利息 43

受取配当金 116

持分法による投資利益 111

その他 237

営業外収益合計 509

営業外費用

支払利息 137

その他 39

営業外費用合計 176

経常利益 853

税金等調整前四半期純利益 853

法人税、住民税及び事業税 478

法人税等調整額 △150

法人税等合計 328

少数株主利益 16

四半期純利益 507
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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 853

減価償却費 609

のれん償却額 70

貸倒引当金の増減額（△は減少） 60

退職給付引当金の増減額（△は減少） 35

賞与引当金の増減額（△は減少） △374

受取利息及び受取配当金 △159

支払利息 137

持分法による投資損益（△は益） △111

売上債権の増減額（△は増加） 295

たな卸資産の増減額（△は増加） △487

仕入債務の増減額（△は減少） △221

その他 519

小計 1,226

利息及び配当金の受取額 184

利息の支払額 △129

法人税等の支払額 △501

営業活動によるキャッシュ・フロー 779

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 △606

有形固定資産の売却による収入 49

投資有価証券の取得による支出 △4

貸付けによる支出 △118

貸付金の回収による収入 146

その他 △6

投資活動によるキャッシュ・フロー △541

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） 298

長期借入金の返済による支出 △263

配当金の支払額 △375

少数株主への配当金の支払額 △16

その他 △6

財務活動によるキャッシュ・フロー △362

現金及び現金同等物に係る換算差額 △333

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △458

現金及び現金同等物の期首残高 4,212

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,754
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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 平成19年３月14日）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 平成19年３月14日）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

【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）

印刷用

インキ事業

(百万円)

印刷用

機材事業

(百万円)

その他

の事業

(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
21,022 6,612 2,745 30,380 ― 30,380

　(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
5 212 562 780 (   780) ―

計 21,027 6,825 3,308 31,161 (   780) 30,380

営業利益 1,108 63 30 1,202 (   681) 520

(注) １ 事業区分は、製商品系列別区分によっております。

２ 各事業部門の主要取扱品目

部門 主要取扱品目

印刷用インキ
事業

製品
新聞用インキ、オフセット用インキ、段ボール・紙袋用インキ、包装用グラ
ビアインキ、金属用インキ

印刷用機材
事業

商品 製版用感材及び印刷用版材等の印刷製版用材料、印刷製版関連機器

その他の事業

製品 記録材料関連品、顔料分散技術関連品、大型ディスプレイの製作

商品 電子情報関連機器、色彩関連機器、化成品

３ 会計処理の方法の変更

(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)

「【定性的情報・財務諸表等】４.その他(３) ③」に記載の通り、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、印刷用インキ事業で10百万

円、その他の事業で53百万円それぞれ減少しております。

【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

(百万円)

アジア

(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
17,733 2,877 7,954 1,815 30,380 ― 30,380

　(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
280 ─ 274 1 556 (   556) ―

計 18,014 2,877 8,228 1,816 30,937 (   556) 30,380

営業利益 802 134 123 82 1,141 (   621) 520
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(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) アジア……中国、インドネシア、マレーシア、インド、ベトナム

(2) 北米………米国、カナダ

(3) その他……スペイン、英国、フランス、ルクセンブルク

３ 会計処理の方法の変更

(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)

「【定性的情報・財務諸表等】４.その他(３) ③」に記載の通り、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、アジアで0百万円、北米で62

百万円それぞれ減少しております。

【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）

アジア 北米 その他 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 3,210 7,380 2,497 13,088

Ⅱ 連結売上高(百万円) 30,380

Ⅲ 連結売上高に占める
　 海外売上高の割合(％)

10.6 24.3 8.2 43.1

(注) １ 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。

２ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

３ 各区分に属する主な国又は地域

(1) アジア……中国、インドネシア、マレーシア、インド、ベトナム

(2) 北米………米国、カナダ

(3) その他……スペイン、英国、フランス、メキシコ

(６) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

「【定性的情報・財務諸表等】４.その他(３) ③」に記載の通り、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。この変更に伴い、在外子会社におけるのれんの償却を行ったこと等に

より、従来の方法によった場合に比べて、期首の利益剰余金が3,949百万円減少しております。

６．その他の情報

(後発事象)

平成20年６月30日に、当社の連結子会社であるSAKATA INX ESPANA,S.A.のリキッドインキ製造棟におい

て火災事故が発生し、同棟固定資産、たな卸資産の一部を焼失する結果となりました。

この火災による損害額については、現在調査中でありますが、物損の他、操業停止による機会損失をカ

バーする保険を付しております。現在、保険会社への求償作業を進めておりますが、現時点ではその損害

額を見積ることは困難であります。また、復旧時期についても、現時点では未定であります。

今後の製品供給については、当社の連結子会社INX International FRANCE SAS 及びスペイン国内の会

社２社の協力を得て、継続的な供給態勢を整えております。

なお、同敷地内のオフセットインキ製造棟については、火災発生の翌日より、行政当局の許可のもと、

通常通り生産を開始しており、製品供給の問題は発生しておりません。
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「参考資料」

前第１四半期に係る財務諸表等

(１) (要約) 四半期連結損益計算書 

(単位：百万円)

科 目

前第１四半期
連結累計期間

(自 平成19年４月１日

至 平成19年６月30日)

売 上 高 30,553

売 上 原 価 23,595

売 上 総 利 益 6,957

販売費及び一般管理費 5,927

営 業 利 益 1,030

営 業 外 収 益 479

営 業 外 費 用 162

経 常 利 益 1,346

特 別 損 益 ─

税金等調整前四半期純利益 1,346

法 人 税 等 468

少 数 株 主 利 益 8

四 半 期 純 利 益 870
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(２) (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)
前第１四半期
連結累計期間

(自 平成19年４月１日

至 平成19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 1,346

減価償却費 614

退職給付引当金の減少額 △ 14

賞与引当金の減少額 △  463

受取利息及び受取配当金 △   185

支払利息 125

売上債権の増加額 △   253

仕入債務の減少額 △ 1,051

その他 170

小計 290

利息及び配当金の受取額 181

利息の支払額 △   119

法人税等の支払額 △   806

営業活動によるキャッシュ・フロー △   454

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 △   870

有形固定資産の売却による収入 3

投資有価証券の取得による支出 △   242

貸付けによる支出 △   148

貸付金の回収による収入 214

その他 △   353

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,397

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 1,199

長期借入れによる収入 1,700

長期借入金の返済による支出 △ 1,486

親会社による配当金の支払額 △   375

少数株主への配当金の支払額 △    29

その他 △     4

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,004

現金及び現金同等物に係る換算差額 8

現金及び現金同等物の増減額 △   838

現金及び現金同等物の期首残高 3,516

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,677
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(３) セグメント情報 

【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（自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日）

印刷用

インキ事業

(百万円)

印刷用

機材事業

(百万円)

その他

の事業

(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
21,151 6,843 2,558 30,553 ― 30,553

　(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
6 202 540 749 (   749) ―

計 21,158 7,046 3,098 31,303 (   749) 30,553

営業利益 1,312 188 150 1,652 (   621) 1,030

【所在地別セグメント情報】

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

日本

(百万円)

アジア

(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
17,431 2,345 9,154 1,622 30,553 ― 30,553

　(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
300 ─ 117 0 417 (   417) ―

計 17,731 2,345 9,271 1,622 30,971 (   417) 30,553

営業利益 1,166 88 306 60 1,622 (   592) 1,030
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