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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 11,214 ― 921 ― 1,016 ― 660 ―

20年3月期第2四半期 11,628 △8.1 1,394 △24.8 1,469 △25.7 921 △24.1

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2四半期 18.88 ―

20年3月期第2四半期 26.31 ―

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2四半期 24,983 20,814 83.1 592.97
20年3月期 24,602 20,351 82.5 579.88

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  20,755百万円 20年3月期  20,297百万円

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 ― 6.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 21,400 △10.9 1,250 △54.1 1,430 △47.9 950 △40.1 27.14

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、３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．平成20年4月25日発表の通期連結業績予想は、平成20年10月15日発表のとおり、修正を行っております。 
２．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。 
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。  

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2四半期  35,181,898株 20年3月期  35,181,898株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  178,642株 20年3月期  178,228株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  35,003,517株 20年3月期第2四半期  35,004,127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２四半期連結累計期間（平成20年4月～平成20年9月）におけるわが国経済は、米国におけるサブプライムロー

ン問題に端を発した金融市場の混乱や原油・原材料価格の高騰により、企業収益は落ち込み、設備投資も低迷する等、

景気の減速感が一層強まってまいりました。

   当制御機器業界におきましては、半導体関連業種及び自動車関連業種の設備投資抑制等を受けて国内需要が落ち込

み、さらに海外需要の伸びも鈍化し、需要は減少しました。

　 このような経営環境下におきまして、当社グループの当第２四半期連結累計期間の業績は、センサ事業のＡｉＳ商

品及びＬＭＰ事業で売上が伸長しましたが、主力のセンサ商品の売上が落ち込んだ結果、グループ全体の売上高は

11,214百万円(前年同四半期比3.6％減)となりました。

   利益面につきましては、コストダウンと経費削減に努めましたが、売上減少の影響が大きく、営業利益は921百万

円(同33.9％減)、経常利益は1,016百万円(同30.8％減)、四半期純利益は660百万円(同28.2％減)となりました。

　   部門別の状況

       センサ事業では、国内は機械設備での安全を確保するセーフティトータルソリューションの展開を加速し、また、

ＡｉＳ商品につきましては、計測分野と静電気除去分野に特化した高機能な商品展開をしてまいりました。海外では、

中国市場対応のため蘇州神視電子有限公司をフル活用し現地でのデリバリ・コスト競争力を高めてまいりました。

       これらの結果、センサ事業は、セーフティ商品及びＡｉＳ商品で増販となり、地域別では中国、韓国で売上を伸ば

しました。しかしながら、半導体関連業種及び自動車関連業種の低迷の影響を大きく受け、全体の売上高は7,705百

万円（同7.5％減）となりました。

       ＬＭＰ事業では、トレーサビリティ（履歴管理）を目的としたマーキング（印字）用途に加え、プロセッシング

（加工）用途にも需要が拡大しました。また、新レーザ技術を応用したグリーンレーザマーカも売上に寄与し、増販

となりました。海外向けレーザマーカもラインナップ強化により販売を大きく伸ばし、さらに、拡大観察用ＶＯＩＳ

商品の売上も伸長しました。

　     これらの結果、ＬＭＰ事業の売上高は3,508百万円（同6.4％増）となりました。

　　（注）定性的情報における前年同四半期増減率は、参考として記載しております。

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

　 当第２四半期末における総資産は24,983百万円となり前連結会計年度末に比べ381百万円の増加となりました。

   この主な要因は、現金及び預金が476百万円及び預け金が407百万円増加した一方、受取手形及び売掛金が694百万

円減少したこと等による流動資産の増加453百万円と、固定資産の減少71百万円によります。

　 負債は4,169百万円となり前連結会計年度末に比べ81百万円の減少となりました。

　 この主な要因は、未払法人税等が44百万円及び支払手形及び買掛金が41百万円減少したこと等によります。

　 純資産は20,814百万円となり前連結会計年度末に比べ462百万円の増加となりました。

　 この主な要因は、四半期純利益660百万円による増加と、配当金の支払210百万円の減少等によります。

 （キャッシュ・フローについて）

 　当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は、以下に記載のキャッシュ・フローにより5,005

百万円となり、前連結会計年度末に比べ485百万円増加いたしました。

 （営業活動によるキャッシュ・フロー）

 　営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益1,005百万円、減価償却費542百万円等がありま

した。この結果、キャッシュ・フローは1,552百万円となり前年同四半期に比べ572百万円増加いたしました。

 （投資活動によるキャッシュ・フロー）

 　投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出435百万円、預け金の預入による支出400百

万円等により893百万円の支出となり、前年同四半期に比べ76百万円支出が増加いたしました。

 （財務活動によるキャッシュ・フロー）

 　財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額209百万円等により209百万円の支出となり、前年同四半期

に比べ0百万円支出が減少いたしました。　

 

－ 1 －



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の見通しにつきましては、世界的な景気減速、為替リスク等により、先行きの景

況感は悪化しております。

　 これらを踏まえ、平成21年3月期の連結業績につきましては、平成20年10月15日に修正しておりますが、下記のと

おり予想しております。

 

    【平成21年3月期　通期連結業績見通し】

  売上高 　　21,400百万円 前連結会計年度比   10.9％減

  営業利益 1,250百万円 前連結会計年度比　 54.1％減

  経常利益 1,430百万円 前連結会計年度比 　47.9％減

  当期純利益 950百万円 前連結会計年度比 　40.1％減

        ※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。

 

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

　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

　　　　①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.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、評価基準については「原価法」から「原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）」に

変更しております。

　　なお、この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益

　　及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ31百万円減少しております。

　3.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。

　　なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。

　　　　②①以外の変更

　1.従来、主要原材料の評価方法は、月別移動平均法によっておりましたが、第１四半期連結会計期間より総平

　　均法に変更いたしました。この評価方法の変更は、原価管理の質的向上を図るために新しい原価計算システ

ムを導入し、費用削減効果を適時に損益に反映させることにより、より適正な棚卸資産の評価及び期間損益

の計算を行うこと並びに業務の効率化が目的であります。なお、これによる損益に与える影響は軽微であり

ます。

　2.当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正を契機として資産の利用状況等を見直した結果、機械装置の耐

　用年数を4～10年から4～7年に変更しております。なお、この変更に伴い、従来の方法によった場合に比

　べ、当第２四半期連結累計期間の減価償却費は20百万円増加し、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18百万円減少しております。

　3.当社は平成20年６月に開催されました定時株主総会において、総会終結の時をもって、取締役及び監査役に

　対する退職慰労金制度を廃止するとともに、同退職慰労金の打ち切り支給の承認を受けております。これに

　伴い、当該役員退職慰労引当金の残高は全額取崩し、打ち切り支給額の未払い分67百万円については固定負

　債の「その他」に含めて表示しております。
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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2四半期連結会計期間末 
(平成20年９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 3,754 3,277 

受取手形及び売掛金 4,576 5,270 

有価証券 250 250 

製品 920 905 

原材料 1,476 1,203 

仕掛品 312 380 

貯蔵品 34 43 

預け金 3,400 2,992 

その他 738 687 

流動資産合計 15,464 15,010 

固定資産   

有形固定資産   

土地 3,530 3,530 

その他（純額） 3,684 3,727 

有形固定資産合計 7,215 7,257 

無形固定資産 798 844 

投資その他の資産 1,506 1,489 

固定資産合計 9,519 9,591 

資産合計 24,983 24,602 



（単位：百万円）

当第2四半期連結会計期間末 
(平成20年９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 681 723 

未払金 488 499 

未払法人税等 423 467 

賞与引当金 641 681 

役員賞与引当金 19 44 

その他 135 175 

流動負債合計 2,389 2,591 

固定負債   

退職給付引当金 1,660 1,503 

役員退職慰労引当金 3 105 

負ののれん 2 4 

その他 113 46 

固定負債合計 1,780 1,659 

負債合計 4,169 4,251 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,155 3,155 

資本剰余金 4,517 4,517 

利益剰余金 13,119 12,668 

自己株式 △62 △62 

株主資本合計 20,729 20,278 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 31 37 

為替換算調整勘定 △5 △18 

評価・換算差額等合計 26 18 

少数株主持分 58 53 

純資産合計 20,814 20,351 

負債純資産合計 24,983 24,602 



（２）【四半期連結損益計算書】 
【第2四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

当第2四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年９月30日) 

売上高 11,214 

売上原価 6,654 

売上総利益 4,560 

販売費及び一般管理費 3,638 

営業利益 921 

営業外収益  

受取利息 19 

受取配当金 1 

受取地代家賃 28 

為替差益 29 

持分法による投資利益 9 

負ののれん償却額 1 

その他 10 

営業外収益合計 100 

営業外費用  

不動産賃貸費用 4 

その他 1 

営業外費用合計 5 

経常利益 1,016 

特別利益  

固定資産売却益 1 

その他 1 

特別利益合計 3 

特別損失  

固定資産除却損 14 

その他 0 

特別損失合計 15 

税金等調整前四半期純利益 1,005 

法人税、住民税及び事業税 390 

法人税等調整額 △49 

法人税等合計 341 

少数株主利益 3 

四半期純利益 660 



【第2四半期連結会計期間】 

（単位：百万円）

当第2四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 

 至 平成20年９月30日) 

売上高 5,505 

売上原価 3,316 

売上総利益 2,188 

販売費及び一般管理費 1,764 

営業利益 423 

営業外収益  

受取利息 10 

受取地代家賃 14 

持分法による投資利益 2 

負ののれん償却額 0 

その他 2 

営業外収益合計 30 

営業外費用  

為替差損 34 

不動産賃貸費用 2 

その他 0 

営業外費用合計 37 

経常利益 417 

特別利益  

固定資産売却益 1 

その他 1 

特別利益合計 3 

特別損失  

固定資産除却損 8 

その他 0 

特別損失合計 9 

税金等調整前四半期純利益 411 

法人税、住民税及び事業税 48 

法人税等調整額 92 

法人税等合計 140 

少数株主利益 2 

四半期純利益 268 



（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

当第2四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年９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 1,005 

減価償却費 542 

負ののれん償却額 △1 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 156 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △102 

賞与引当金の増減額（△は減少） △39 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △25 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1 

受取利息及び受取配当金 △21 

為替差損益（△は益） △32 

持分法による投資損益（△は益） 29 

有形固定資産除売却損益（△は益） 12 

売上債権の増減額（△は増加） 695 

たな卸資産の増減額（△は増加） △205 

仕入債務の増減額（△は減少） △43 

未払金の増減額（△は減少） 24 

その他 △45 

小計 1,952 

利息及び配当金の受取額 11 

法人税等の支払額 △411 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,552 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

預け金の預入による支出（純額） △400 

有形固定資産の取得による支出 △435 

有形固定資産の売却による収入 4 

無形固定資産の取得による支出 △62 

投資活動によるキャッシュ・フロー △893 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △0 

配当金の支払額 △209 

財務活動によるキャッシュ・フロー △209 

現金及び現金同等物に係る換算差額 35 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 485 

現金及び現金同等物の期首残高 4,519 

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,005 



（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2四半期連結累計期間（平成20年4月1日～9月30日）

 
センサ事業
（百万円）

ＬＭＰ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 7,705 3,508 11,214 － 11,214

(2）

 

セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ － － － －

 計 7,705 3,508 11,214 － 11,214

 営業利益 1,369 240 1,609 (688) 921

 注：(1) 事業区分の方法：当社グループの事業をセンサ事業とＬＭＰ事業とに区分しております。

     (2) 事業区分に属する主な製品

                   センサ事業……光電センサ、近接センサ、圧力センサ、ＡｉＳ製品、省配線システム等

                   ＬＭＰ事業……レーザマーカ、マイクロスコープ等

〔所在地別セグメント情報〕

当第2四半期連結累計期間（平成20年4月1日～9月30日）

 
日　本
(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 10,783 430 11,214 － 11,214

(2）セグメント間の内部

　売上高又は振替高
267 521 789 (789) －

計 11,051 951 12,003 (789) 11,214

営業利益 1,534 53 1,587 (666) 921

 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) 日本以外の区分に属する国又は地域

                アジア……中国、台湾

〔海外売上高〕

当第2四半期連結累計期間（平成20年4月1日～9月30日）

 北米 ヨーロッパ アジア・太平洋 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 529 616 1,422 2,567

Ⅱ　連結売上高（百万円）    11,214

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
4.7 5.5 12.7 22.9

 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) 各区分に属する主な国又は地域

① 北米……………アメリカ ② ヨーロッパ……ドイツ

③ アジア・太平洋……韓国、シンガポール、中国、台湾

　(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。

－ 1 －



「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  11,628 100.0

Ⅱ　売上原価  6,652 57.2

売上総利益  4,975 42.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費  3,581 30.8

営業利益  1,394 12.0

Ⅳ　営業外収益    

１．受取利息 11   

２．受取配当金 1   

３．受取地代家賃　 28   

４．負ののれん償却額　 1   

５．持分法による投資利益　 33   

６．その他営業外収益 25 102 0.8

Ⅴ　営業外費用    

１．支払利息 0   

２．為替差損 21   

３．貸与不動産関係費　 4   

４．売上割引　 0   

５．その他営業外費用 0 27 0.2

経常利益  1,469 12.6

Ⅵ　特別利益    

１．固定資産売却益 30 30 0.3

Ⅶ　特別損失    

１．固定資産売却損 0   

２．固定資産廃棄損 7 7 0.1

税金等調整前中間純利益  1,492 12.8

法人税、住民税及び事業税 534   

法人税等調整額 31 566 4.9

少数株主利益  5 0.0

中間純利益  921 7.9

－ 2 －



（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益 1,492

減価償却費　 497

負ののれん償却額　 △1

退職給付引当金増減額（減少：△）　 107

役員退職慰労引当金増減額（減少：△）　 △3

賞与引当金増減額（減少：△）　　 19

役員賞与引当金増減額（減少：△）　　 △36

貸倒引当金増減額（減少：△）　　 0

受取利息及び受取配当金　　 △13

為替差損益（差益：△）　　 19

支払利息　　 0

持分法による投資損益（利益：△）　　 27

有形固定資産除売却損益（売却益：△）　 △22

売上債権の増減額（増加：△）　　 △75

たな卸資産の増加額（増加：△）　　　 △357

前渡金の増加額（増加：△） △53

仕入債務の増減額（減少：△）　　 182

未払金増減額（減少：△）　　　　 57

未払消費税等の増減額（減少：△） △87

その他　 △121

小計 1,632

利息及び配当金の受取額　 11

利息の支払額　 △0

法人税等の支払額　 △663

営業活動によるキャッシュ・フロー 979

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　 △523

有形固定資産の売却による収入　 63

無形固定資産の取得による支出　 △353

その他　 △2

投資活動によるキャッシュ・フロー △816

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出　 △0

配当金の支払額　 △210

財務活動によるキャッシュ・フロー △210

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △4

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少額 △51

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 4,337

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末残高 4,285

－ 3 －



（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

センサ事業
（百万円）

ＬＭＰ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 8,330 3,297 11,628 － 11,628

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － －

計 8,330 3,297 11,628 － 11,628

営業費用 6,650 2,930 9,581 652 10,233

営業利益 1,679 367 2,046 (652) 1,394

　（注）１．事業区分の方法：当社グループの事業をセンサ事業とＬＭＰ事業とに区分しております。

　　　　２．事業区分に属する主な製品

　　　　　　　センサ事業…光電センサ、近接センサ、圧力センサ、ＡｉＳ製品、省配線システム等

　　　　　　　ＬＭＰ事業…レーザマーカ、マイクロスコープ等

　　　　３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、提出会社の総務、

　　　　　　人事、経理等の管理部門に係る費用であり、金額は652百万円であります。

〔所在地別セグメント情報〕

前中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

日本
（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 10,698 929 11,628 － 11,628

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
573 711 1,284 (1,284) －

計 11,271 1,640 12,912 (1,284) 11,628

営業費用 9,369 1,530 10,899 (665) 10,233

営業利益 1,902 110 2,012 (618) 1,394

　（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．日本以外の区分に属する国又は地域

　　　　　　アジア…中国、韓国、台湾

　　　　３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、セグメント間の内部

　　　　　　売上高に対する売上原価の消去及び提出会社の総務、人事、経理等の管理部門に係る費用であり、金

　　　　　　額は(665)百万円であります。　

〔海外売上高〕

前中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

 北米 ヨーロッパ アジア・太平洋 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 542 651 1,499 2,693

Ⅱ　連結売上高（百万円）    11,628

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
4.7 5.6 12.9 23.2

　（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．各区分に属する主な国又は地域

(1) 北米……………アメリカ・カナダ  (3) アジア・太平洋……シンガポール・台湾

(2) ヨーロッパ……ドイツ  中国・韓国

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。

－ 4 －



６．第2四半期連結累計期間売上高明細表

　 

 a．事業別品目別売上高

事業及び品目

前第2四半期連結累計期間
自　平成19年4月 1日
至　平成19年9月30日

当第2四半期連結累計期間
自　平成20年4月 1日
至　平成20年9月30日

増減額
 

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（百万円）
 

（％）

センサ
(2,289)

7,430

 

63.9

(2,074)

6,714

 

59.9

(△214)

△715

 

△9.6

ＡｉＳ
(102)

900 7.7

(136)

991 8.8

(33)

90 10.1

センサ事業合計
(2,392)

8,330 71.6

(2,211)

7,705 68.7

(△180)

△624 △7.5

ＬＭＰ事業
(300)

3,297 28.4

(356)

3,508 31.3

(55)

210 6.4

　　全社合計
(2,693)

11,628 100.0

(2,567)

11,214 100.0

(△125)

△413 △3.6

（　　）内の数値は、内数で海外売上金額を表示。

   b．地域別海外売上高　　

 

前第2四半期連結累計期間
自　平成19年4月 1日
至　平成19年9月30日

当第2四半期連結累計期間
自　平成20年4月 1日
至　平成20年9月30日

増減額
 

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（百万円）
 

（％）

北米 542 20.1 529 20.6 △12 △2.3

ヨーロッパ 651 24.2 616 24.0 △35 △5.4

アジア・太平洋 1,499 55.7 1,422 55.4 △77 △5.1

 　 全社合計 2,693 100.0 2,567 100.0 △125 △4.7

 

－ 5 －
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