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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 6,113 ― △35 ― △51 ― △373 ―

20年3月期第2四半期 9,186 8.6 1,706 12.0 1,655 13.6 1,247 13.2

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2四半期 △16.12 ―

20年3月期第2四半期 52.86 52.41

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 22,778 15,001 64.8 644.10
20年3月期 23,720 16,005 66.4 672.00

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  14,761百万円 20年3月期  15,747百万円

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 ― 7.00 ― 7.00 14.00
21年3月期 ― 7.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 7.00 14.00

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  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

通期 11,220 △32.5 △350 ― △420 ― △670 ― △29.06

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、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） 

業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
※ 上記の業績予想は、現時点における入手可能な情報及び将来の経済環境の予想等に基づき作成しており、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績は、
今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。 
※ 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  23,652,000株 20年3月期  23,604,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  733,330株 20年3月期  170,560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  23,167,677株 20年3月期第2四半期  23,593,369株
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当第２四半期連結累計期間は、米国の金融危機が欧州や新興国にも波及し、世界的な金融不安が高まり
ました。 
この影響は雇用の悪化や個人消費の冷え込みにつながり、先進国の景気減速懸念が強まりました。中

国、インドなど新興国においても、先進国経済の減速の影響により輸出の伸びが鈍化するなど、経済成長
を下押ししております。 
日本経済も、原材料価格の高騰や輸出の減速から、企業収益は急速に落ち込み、企業の景況感も大幅に

悪化しております。 
工業用ミシン業界におきましては、世界的な景気減速の影響を受け、衣料品の消費冷え込みにより縫製

メーカーの設備投資意欲の減退が顕著となり、ミシン販売は低迷を余儀なくされました。 
このような環境のもとで、当社企業グループの売上高は、前年同連結累計期間に比べ中国やその他のア

ジアにおいて大きな落ち込みとなったこともあり、61億13百万円となりました。 
収益面では、売上高の減少に伴い生産量を縮小し、操業度が低下したことにより売上原価率が前年同期

比9.5％増と大幅に上昇したこと、また円の為替相場がドル、人民元に対して円高に推移したことも加わ
り、営業損失35百万円、経常損失51百万円、四半期純損失３億73百万円となりました。 
所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。 

売上高は４億71百万円、営業損失は５億77百万円となりました。 

米国はじめ先進国経済の減速の影響や金融引締めの影響などにより大きく落ち込み、売上高は16億
21百万円、営業利益は１億27百万円となりました。 

米国はじめ先進国経済の減速の影響などにより低調に推移し、売上高は24億８百万円、営業利益は
55百万円となりました。 

米国経済の減速の影響などにより低調に推移し、売上高は７億48百万円、営業利益は52百万円とな
りました。 

景気減速の影響などにより悪化しつつあり、売上高は８億63百万円、営業利益は１億32百万円とな
りました。 

  

流動資産は、前連結会計年度末に比べて９億13百万円減少し、161億66百万円となりました。これ
は、現金及び預金が６億35百万円、受取手形及び売掛金が８億37百万円それぞれ減少し、短期貸付金
が３億円増加したことなどによります。 
固定資産は、前連結会計年度末に比べて29百万円減少し、66億11百万円となりました。 
この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて９億42百万円減少し、227億78百万円となりまし

た。 
  

流動負債は、前連結会計年度末に比べて３億３百万円減少し、58億42百万円となりました。これ
は、支払手形及び買掛金が１億42百万円、未払金が３億42百万円それぞれ減少し、有利子負債が２億
79百万円増加したことなどによります。 
固定負債は、前連結会計年度末に比べて３億65百万円増加し、19億33百万円となりました。これ

は、長期借入金が４億50百万円増加し、役員退職慰労引当金が52百万円減少したことなどによりま
す。 
この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて61百万円増加し、77億76百万円となりました。 

  

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ10億４百万円減少し、150億１百万円となりました。これ
は主として利益剰余金が５億19百万円、為替換算調整勘定が２億44百万円それぞれ減少し、自己株式
が２億６百万円増加したことによる減少などによります。 

・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

（日本）

（中国）

（その他のアジア）

（米州）

（欧州）

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(資産）

（負債）

（純資産）
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現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ９億55百万円減少し、37億13百万円となりまし
た。 
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損失が49百万円であり、売上債権の

減少６億44百万円、たな卸資産の増加５億94百万円、未払金の減少３億９百万円などにより、２億30
百万円の支出となりました。 
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入れ及び払戻の収支の減少３億14百万円、有

形固定資産の取得による支出３億円、貸付金の貸付及び回収の収支の減少２億95百万円などにより、
８億81百万円の支出となりました。 
財務活動によるキャッシュ・フローは、有利子負債の純増加額６億44百万円、自己株式の取得額２

億６百万円、配当金の支払額１億64百万円などにより、２億72百万円の収入となりました。 
  

連結業績予想につきましては、本日付発表の「平成21年３月期 業績予想の修正に関するお知らせ」の
とおりであります。 

米国の金融危機が国際金融市場の危機に拡大したことにより、世界同時株安にもつながり金融不安
が頂点に達しました。これを受け、米国における金融安定化法案の成立や金融機関への公的資金の注
入などの対策ならびに欧州なども同様な対策を取るに至り、金融市場の混乱は落ち着きを取り戻しつ
つあります。 
しかしながら、実体経済の減速傾向が先進国だけでなく新興国においても鮮明になってきており、

今後、雇用不安と個人消費のより一層の冷え込みが懸念されるところであり、加えて住宅市場の回復
が先行き不透明であるところなど、厳しい状況が続くと思われます。 
米国をはじめ、先進国の衣料品の消費冷え込みにより、縫製メーカーの設備投資意欲の減退が続く

ものとの見方をせざるを得ず、当社企業グループの工業用ミシンの売上高は当初の予想を大きく下回
る見込みであります。 
収益面においては、売上高の減少に伴う生産量の縮小が操業度の低下となり、その結果、売上原価

率上昇により収益が悪化しております。 
このように経営環境が予想を越えるスピードで悪化し、さらにその下降方向への振幅も予想を大き

く越えたことにより、赤字計上を余儀なくされる見込みであります。 
このような厳しい環境ではありますが、当社企業グループでは、以下にあげる従来の政策についてさ
らにスピードアップを図ると共に新たな政策も含めて展開してまいる所存であります。 

(1)中国の製造子会社である「天馬ミシン製造有限公司」及び「ペガサス(天津)ミシン有限公司」
の合併については、すでに批准されており、具体的な手続きに着手しております。合併による
合理化の早期実現を目指します。 

(2)中国での販売体制の総合的な見直しの一環として、販売力強化のための組織改革及び業務改革
についてはすでに実行しておりますが、さらに人員を投入することにより、さらなる販売力強
化を図る予定であります。 

(3)部品のコストダウンを図るべく、中国からの調達比率を高めるのと同時に製品機能 適部品調
達を実現し、さらなるコストダウンを目指します。一方、日本での調達については、高品質、
小ロット及び短納期が求められる部品へさらにシフトさせ、技術力の維持、向上を目指しま
す。 

(4)当社では、現在、経営体制の抜本的な改革及び収益力の向上を目的としたＢＰＲ(Business 
Process Re-engineering )プロジェクトを発足させ、活動しております。当社企業グループ全
体の業務及び組織等のスリム化によるコストダウン及び意思決定のスピードアップ、資産の有
効活用、工場内ライン編成の見直しによる効率化ならびに当社企業グループ内で分散している
内作部品の製造の一元化などを検討しており、経営体制強化の早期実現に取り組んでおりま
す。 

(5)海外生産におけるカントリーリスクの分散及び軽減を目的として、平成20年１月に設立したベ
トナムの新会社である「PEGASUS VIETNAM SEWING MACHINE CO., LTD.」の生産体制構築も順調
に進んでおり、市場競争力のある低コスト、低価格製品の市場投入の早期実現に取り組んでお
ります。 

(6)当社子会社の天津ペガサス嶋本自動車部品有限公司で製造しているダイカスト部品について、
品質、価格及び納期はすでに市場において高く評価されており、早期にさらなる増産のための
設備導入を実施する予定であります。当社企業グループの大きな柱として育成し、経営基盤の
さらなる強化に取り組んでおります。 

※ 上記見通しは、下半期において次の為替レートを前提としております。（米ドル：100円） 
  

（連結キャッシュ・フロー）

3. 連結業績予想に関する定性的情報

（修正の理由）

ペガサスミシン製造株式会社（6262）　平成21年３月期　第２四半期決算短信

- 3 -



該当事項はありません。 
  

簡便な会計処理を適用しておりますが、重要性が乏しいため記載を省略しております。 
  

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」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第
９号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、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、これによる損益への影響はありません。

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」（企業会計基準委員会
平成18年５月17日 実務対応報告第18号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要
な修正を行っております。これにより、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ15百万
円増加しております。 

④ 「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 終改正平成19年３月30日 企業会計基
準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 終改正平成19
年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を当第１四半期連結会計期間から早期に適用し、所有権
移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から通
常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上しております。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。これにより、リース資産が有形固定
資産に計上されており、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響は軽微であ
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)

(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

(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
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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 4,349,661 4,985,108 

受取手形及び売掛金 3,360,074 4,197,491 

商品及び製品 2,779,193 2,648,888 

仕掛品 972,898 763,650 

原材料及び貯蔵品 3,644,479 3,548,179 

その他 1,134,496 1,008,099 

貸倒引当金 △73,845 △71,346 

流動資産合計 16,166,957 17,080,070 

固定資産 

有形固定資産 4,545,269 4,527,993 

無形固定資産 314,212 285,765 

投資その他の資産 1,751,874 1,826,701 

固定資産合計 6,611,357 6,640,460 

資産合計 22,778,315 23,720,531 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 1,441,294 1,584,174 

短期借入金 2,959,116 2,884,910 

未払法人税等 178,831 200,151 

賞与引当金 230,738 229,270 

その他 1,032,607 1,247,223 

流動負債合計 5,842,587 6,145,730 

固定負債 

長期借入金 913,140 462,390 

退職給付引当金 392,027 422,661 

役員退職慰労引当金 405,155 458,101 

その他 223,612 225,676 

固定負債合計 1,933,936 1,568,829 

負債合計 7,776,524 7,714,560 

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,902,350 1,899,950 

資本剰余金 2,048,673 2,046,273 

利益剰余金 10,718,654 11,238,444 

自己株式 △291,473 △85,462 

株主資本合計 14,378,203 15,099,204 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △84,443 △64,119 

為替換算調整勘定 468,229 712,284 

評価・換算差額等合計 383,785 648,164 

少数株主持分 239,801 258,602 

純資産合計 15,001,790 16,005,971 

負債純資産合計 22,778,315 23,720,531 
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(2)【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円） 

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 6,113,402 

売上原価 4,089,945 

売上総利益 2,023,456 

販売費及び一般管理費 2,058,786 

営業損失（△） △35,329 

営業外収益 

受取利息 69,614 

受取配当金 4,936 

為替差益 23,681 

受取賃貸料 30,791 

その他 10,163 

営業外収益合計 139,187 

営業外費用 

支払利息 87,498 

開業費償却 57,271 

その他 10,212 

営業外費用合計 154,982 

経常損失（△） △51,124 

特別利益 

固定資産売却益 174 

保険解約返戻金 5,307 

ゴルフ会員権売却益 60 

貸倒引当金戻入額 158 

特別利益合計 5,699 

特別損失 

固定資産除売却損 4,216 

特別損失合計 4,216 

税金等調整前四半期純損失（△） △49,641 

法人税、住民税及び事業税 119,955 

法人税等調整額 214,598 

少数株主損失（△） △10,668 

四半期純損失（△） △373,528 
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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損失（△） △49,641 

減価償却費 196,373 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,735 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △30,633 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △52,945 

デリバティブ評価損益（△は益） △1,840 

受取利息及び受取配当金 △74,551 

支払利息 87,498 

為替差損益（△は益） 128,220 

受取賃貸料 △30,791 

固定資産除売却損益（△は益） 4,042 

売上債権の増減額（△は増加） 644,830 

たな卸資産の増減額（△は増加） △594,694 

仕入債務の増減額（△は減少） 68,083 

未払金の増減額（△は減少） △309,666 

その他 △58,097 

小計 △71,077 

利息及び配当金の受取額 69,993 

利息の支払額 △86,311 

法人税等の支払額 △143,404 

営業活動によるキャッシュ・フロー △230,799 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

定期預金の預入による支出 △539,911 

定期預金の払戻による収入 225,227 

有形固定資産の取得による支出 △300,264 

有形固定資産の売却による収入 561 

無形固定資産の取得による支出 △117 

貸付けによる支出 △590,800 

貸付金の回収による収入 295,400 

投資不動産の賃貸による収入 30,791 

その他 △1,907 

投資活動によるキャッシュ・フロー △881,020 

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） △11,230 

長期借入れによる収入 1,000,000 

長期借入金の返済による支出 △344,290 

リース債務の返済による支出 △100 

自己株式の取得による支出 △206,010 

株式の発行による収入 4,800 

配当金の支払額 △164,034 

少数株主への配当金の支払額 △6,804 

財務活動によるキャッシュ・フロー 272,330 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △115,676 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △955,165 

現金及び現金同等物の期首残高 4,668,220 

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,713,054 
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

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） 

 
  

当社は、平成20年２月25日、５月12日及び９月１日開催の取締役会決議により、平成20年４月から９
月にかけて、合計206,010千円の自己株式を市場より取得いたしました。 
 これに伴い、自己株式が△291,473千円となっております。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【所在地別セグメント情報】

日本 
(千円)

中国 
(千円)

その他の
アジア 
(千円)

米州
(千円)

欧州
(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

471,671 1,621,456 2,408,548 748,163 863,562 6,113,402
―

6,113,402

 (2) セグメント間の 
   内部売上高又は 
   振替高

2,997,097 1,114,429 ― ― ― 4,111,526 (4,111,526) ―

計 3,468,768 2,735,885 2,408,548 748,163 863,562 10,224,929 (4,111,526) 6,113,402

  営業利益又は 
  営業損失(△）

△577,157 127,284 55,164 52,356 132,000 △210,351 175,021 △35,329

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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「参考」

前中間に係る財務諸表等

(1) 前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(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 9,186,617 100.0

Ⅱ 売上原価 5,272,794 57.4

   売上総利益 3,913,823 42.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,207,715 24.0

   営業利益 1,706,108 18.6

Ⅳ 営業外収益

   受取利息 46,932

   受取配当金 7,679

   不動産賃貸収入 31,620

   再投資助成金 41,815

  その他 11,941 139,990 1.5

Ⅴ 営業外費用

   支払利息 92,124

   為替差損 86,163

   不動産賃貸費用 7,748

   デリバティブ評価損 2,962

   その他 1,613 190,612 2.1

   経常利益 1,655,485 18.0

Ⅵ 特別利益

   固定資産売却益 1,466

   貸倒引当金戻入益 15,329 16,796 0.2

Ⅶ 特別損失

   固定資産除売却損 12,030 12,030 0.1

   税金等調整前 
   中間(当期)純利益

1,660,250 18.1

   法人税、住民税 
   及び事業税

348,097

   法人税等調整額 56,240 404,337 4.4

   少数株主利益 8,843 0.1

   中間(当期)純利益 1,247,069 13.6
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(2) 前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(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税金等調整前中間(当期)純利益 1,660,250

   減価償却費 177,978

   貸倒引当金の減少額 △15,340

   退職給付引当金の減少額 △30,318

   役員退職慰労引当金の増加額 13,424

   デリバティブ負債の増減額(減少：△) 2,962

   受取利息及び受取配当金 △54,612

   支払利息 92,124

   為替差損益(差益：△) △36,656

   不動産賃貸収入 △31,620

   固定資産売却益 △1,466

   固定資産除売却損 12,030

   売上債権の増減額(増加：△) △314,567

   たな卸資産の減少額 89,531

   仕入債務の増減額(減少：△) △62,164

   未収入金の減少額 1,237

   未払金の減少額 △314,513

   その他 △159,652

    小計 1,028,627

   利息及び配当金の受取額 48,770

   利息の支払額 △93,830

   法人税等の支払額 △276,043

   営業活動によるキャッシュ・フロー 707,524

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   定期預金の預入による支出 △692,550

   定期預金の払戻による収入 692,550

   有形固定資産の取得による支出 △222,030

   有形固定資産の売却による収入 4,260

   投資有価証券の取得による支出 △120,058

   貸付金の貸付による支出 △461,700

   貸付金の回収による収入 461,700

   投資不動産の賃貸による収入 31,620

   その他 △23,632

   投資活動によるキャッシュ・フロー △329,841

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 997,000

   長期借入れによる収入 300,000

   長期借入金の返済による支出 △1,277,680

   株式の発行による収入 1,200

   配当金の支払額 △165,129

   少数株主への配当金の支払額 △6,894

   財務活動によるキャッシュ・フロー △151,503

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 156,815

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(減少：△) 382,994

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 5,416,782

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 5,799,777
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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 

  (中国)中国、香港 (その他のアジア)シンガポール (米州)米国 (欧州)ドイツ 

  

  

  

  

  

  

(3) セグメント情報

【所在地別セグメント情報】
 前中間連結累計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日）
   工業用ミシン製造販売の単一事業につき事業の種類別セグメントはありません。

【所在地別セグメント情報】
 前中間連結累計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日）

日本 
(千円)

中国 
(千円)

その他の
アジア(千円)

米州
(千円)

欧州
(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

491,769 3,406,801 3,467,159 951,152 869,734 9,186,617 ― 9,186,617

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

5,158,081 1,293,684 ― ― ― 6,451,765 (6,451,765) ―

計 5,649,850 4,700,485 3,467,159 951,152 869,734 15,638,382 (6,451,765) 9,186,617

営業費用 5,086,701 3,845,672 3,339,012 871,861 763,733 13,906,980 (6,426,471) 7,480,509

営業利益 563,149 854,813 128,147 79,290 106,001 1,731,401 (25,293) 1,706,108
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