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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 76,801 ― 2,430 ― 2,561 ― 1,330 ―

20年3月期第2四半期 67,725 8.6 2,483 4.5 2,595 6.4 1,420 1.5

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 24.11 24.05
20年3月期第2四半期 24.99 24.91

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 73,414 22,875 30.7 433.09
20年3月期 82,532 24,115 28.9 423.39

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  22,569百万円 20年3月期  23,824百万円

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 ― 6.50 ― 11.50 18.00
21年3月期 ― 7.50 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 7.50 15.00

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 147,000 8.8 4,800 △9.0 5,000 △8.1 2,650 △11.7 49.41

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．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）および「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．本資料の業績予想は、本資料の発表日現在において想定できる経済情勢、市場動向などを前提として作成したものであり、今後の様々な要因により、予想数値と
異なる結果となる可能性があります。  

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2四半期  57,432,000株 20年3月期  57,432,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  5,318,959株 20年3月期  1,162,372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  55,158,573株 20年3月期第2四半期  56,848,988株
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当第２四半期におけるわが国経済は、原油や原材料価格の大幅な高騰に加え、サブプライムローン問題
に端を発した金融危機による米国から欧州、新興国へ波及した景気減速の影響を受けて、企業収益の悪化
による設備投資の抑制や景況感の悪化による消費者マインドの低下が加速するなど、景気の減速感が強ま
る状況で推移しました。 
 このような状況の中で、当社グループは、大手石油化学会社向けの石油化学プラント設備、石油・天然
ガス開発の試掘役務等の大口案件が好調であったほか、大手エンジニアリング会社経由の海外向けエチレ
ンプラント用設備等の石油化学プラント設備および付帯装置の需要も好調でありました。その結果、売上
高は9,075百万円増の76,801百万円（前年同期比13.4％増）、営業利益は52百万円減の2,430百万円（前年
同期比2.1％減）、経常利益は33百万円減の2,561百万円（前年同期比1.3％減）、四半期純利益は90百万
円減の1,330百万円（前年同期比6.4％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。 
（機械関係事業） 

エネルギー開発・ガス石油精製・化学関係およびエンジニアリング・建設関係では、大手石油化学
会社向けの石油化学プラント設備や大手エンジニアリング会社経由の海外向けエチレンプラント用設
備等の売上が大幅に増加しました。半導体実装装置関連では、中国・韓国向けのＩＴおよびデジタル
機器や国内外ともに車載関連機器の需要が前期に引き続き好調でありました。その結果、売上高は前
年同期比8,531百万円増の73,680百万円（前年同期比13.1％増）、営業利益は2,358百万円（前年同期
比1.9％減）となりました。 

（材料関係事業） 
売上高は150百万円増の2,385百万円、営業利益は15百万円減の4百万円となりました。 

（その他の事業） 
売上高は393百万円増の734百万円、営業利益は8百万円増の66百万円となりました。 

（注）前年同期比較は、参考として記載しております。 

  
  

当第２四半期末の総資産は前連結会計年度末に比べ9,118百万円減少しました。これは主に、売上債権
やプラント設備販売等に係る大口案件の前渡金が減少したことによるものであります。 
  負債合計は、7,878百万円の減少となりました。これは主に、仕入債務や大口案件の前受金が減少した
ことによるものであります。 
  純資産合計は、1,239百万円減少の22,875百万円となりました。これは主に、四半期純利益1,330百万円
の計上があった一方で、配当金の支払いや自己株式の取得を行ったことによるものであります。 
  
（キャッシュ・フローの状況） 
当第２四半期末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ2,310百万円増加し、9,886百

万円となりました。 
 営業活動によるキャッシュ・フローは、4,752百万円の増加となりました。これは主に、仕入債務や前
渡金の減少があった一方で、税金等調整前四半期純利益の計上のほか、売上債権・前渡金やたな卸資産の
減少があったことによるものであります。 
  投資活動によるキャッシュ・フローは、481百万円の減少となりました。これは主に、定期預金の増加
や投資有価証券の取得などを行ったことによるものであります。 
  財務活動によるキャッシュ・フローは、1,926百万円の減少となりました。これは主に、短期借入金の
増加があった一方で、配当金の支払いや自己株式の取得を行ったことによるものであります。 
  

  

わが国経済の今後の見通しにつきましては、原油価格の下落、原材料高の一服感等の好材料はあるもの
の、米国発金融危機の影響による世界経済同時減速が顕在化し、今後の景気悪化が予想以上に深刻化する
恐れがあり、予断を許さない状況にあります。 
 平成21年３月期通期の業績予想につきましては、本年５月９日公表値を下記のとおり修正いたします。
            連 結      単 体 
   売上高    147,000百万円  135,000百万円 
   営業利益    4,800百万円   3,550百万円 
   経常利益    5,000百万円   3,850百万円 
   当期純利益   2,650百万円   2,100百万円 
  

・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

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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（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はありません。 
 なお、平成20年８月にヨーロッパにおける営業活動の統括拠点としてDJK EUROPE GMBHをドイツに
設立し、新たに連結の範囲に含めております。 

  
  
（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．簡便な会計処理 
①たな卸資産の評価方法 

当第２四半期連結会計期間末のたな卸高の算出については、実地たな卸を省略し、前連結会計
年度末の実地たな卸高を基礎とした合理的な方法によっております。 

②固定資産の減価償却の算定方法 
定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算

定する方法によっております。 
③一般債権の貸倒見積高の算定方法 

一般債権の貸倒見積高については、貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい
変化がないと認められる場合に、前連結会計年度において算定した貸倒実績率等の合理的な基準
を使用して算定する方法によっております。 

  
２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

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 
  

１．四半期財務諸表に関する会計基準 
当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年３

月14日 企業会計基準第12号）および「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会
計基準委員会 平成19年３月14日 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．たな卸資産の評価に関する会計基準 

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」（企業会計基準委員会 平
成18年７月５日 企業会計基準第９号）を適用しております。なお、これによる四半期財務諸表
に与える影響は軽微であります。 

  
３．リース取引に関する会計基準 

第１四半期連結会計期間より「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19
年３月30日改正 企業会計基準第13号）および「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 平成19年３月30日改正 企業会計基準適用指針第16号）を適用しておりま
す。なお、これにより、従来の方法に比較してリース投資資産が339百万円増加しております。ま
た、これによる損益に与える影響は軽微であります。 

  
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 

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」（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、これによる四半期財務諸表に与える影響は軽微であり
ます。 

  

  

4. その他
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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 10,128 7,629 

受取手形及び売掛金 38,624 41,108 

有価証券 3,000 － 

商品及び製品 3,573 5,375 

仕掛品 1,107 1,239 

原材料及び貯蔵品 372 367 

前渡金 5,886 11,852 

繰延税金資産 534 543 

その他 2,221 3,108 

貸倒引当金 △27 △30 

流動資産合計 65,420 71,193 

固定資産 

有形固定資産 1,779 2,097 

無形固定資産 231 258 

投資その他の資産 

投資有価証券 5,085 8,162 

その他 1,137 1,059 

貸倒引当金 △240 △239 

投資その他の資産合計 5,982 8,982 

固定資産合計 7,993 11,339 

資産合計 73,414 82,532 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 28,767 32,326 

短期借入金 5,694 5,100 

未払法人税等 1,057 1,210 

前受金 12,679 17,276 

引当金 693 738 

その他 600 667 

流動負債合計 49,492 57,319 

固定負債 

長期借入金 530 606 

繰延税金負債 174 159 

引当金 330 329 

その他 10 3 

固定負債合計 1,045 1,097 

負債合計 50,538 58,417 
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（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) 

純資産の部 

株主資本 

資本金 5,105 5,105 

資本剰余金 3,792 3,792 

利益剰余金 15,321 14,635 

自己株式 △2,223 △421 

株主資本合計 21,996 23,111 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 697 831 

繰延ヘッジ損益 △8 0 

為替換算調整勘定 △115 △119 

評価・換算差額等合計 573 712 

少数株主持分 306 291 

純資産合計 22,875 24,115 

負債純資産合計 73,414 82,532 
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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：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 76,801 

売上原価 68,304 

売上総利益 8,496 

販売費及び一般管理費 6,066 

営業利益 2,430 

営業外収益 

受取利息 45 

受取配当金 59 

仕入割引 165 

その他 21 

営業外収益合計 291 

営業外費用 

支払利息 40 

支払手数料 36 

その他 83 

営業外費用合計 160 

経常利益 2,561 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 2 

固定資産売却益 2 

特別利益合計 4 

特別損失 

投資有価証券評価損 61 

その他 6 

特別損失合計 68 

税金等調整前四半期純利益 2,497 

法人税、住民税及び事業税 1,075 

法人税等調整額 61 

法人税等合計 1,136 

少数株主利益 30 

四半期純利益 1,330 
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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 2,497 

減価償却費 111 

のれん償却額 52 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3 

引当金の増減額（△は減少） △47 

受取利息及び受取配当金 △104 

支払利息 40 

固定資産除売却損益（△は益） 1 

投資有価証券評価損益（△は益） 61 

売上債権の増減額（△は増加） 2,531 

前渡金の増減額（△は増加） 5,959 

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,940 

その他の流動資産の増減額（△は増加） 827 

仕入債務の増減額（△は減少） △3,545 

前受金の増減額（△は減少） △4,601 

その他の流動負債の増減額（△は減少） △135 

賃貸資産の取得による支出 △64 

その他 416 

小計 5,939 

利息及び配当金の受取額 98 

利息の支払額 △64 

法人税等の支払額 △1,221 

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,752 

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 △188 

有形固定資産の取得による支出 △68 

有形固定資産の売却による収入 5 

無形固定資産の取得による支出 △20 

投資有価証券の取得による支出 △205 

その他 △4 

投資活動によるキャッシュ・フロー △481 

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） 595 

長期借入金の返済による支出 △75 

自己株式の取得による支出 △1,806 

自己株式の売却による収入 5 

配当金の支払額 △646 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,926 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △33 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,310 

現金及び現金同等物の期首残高 7,575 

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,886 
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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)および「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。 
  

①事業の種類別セグメント情報 

 

   
注１.事業区分の方法 

  当社および連結子会社は、国内および海外において各種機械・装置に関連する事業を行っ

ております。事業区分の方法は、商品の種類によって機械関係事業とこれに附帯する材料関

係事業およびその他の事業とにセグメンテーションしております。 
  

 ２.事業区分の主要商品 
   機械関係事業     各種機械・器具・部品およびこれらの修理・保守・点検 

   材料関係事業     各種管材・管機材・金属材料・プラスチック原料、化学品 

   その他の事業     各種機器・不動産の賃貸、不動産の仲介、保険代理業、その他 
   
②所在地別セグメント情報 

 

   
注１.国または地域の区分は、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主な国または地域 
  (1) アジア           シンガポール、タイ、マレーシア、フィリピン、中国 
  (2) その他の地域     アメリカ合衆国、ヨーロッパ 

  
 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はありません。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

当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） （単位：百万円）

機械関係 材料関係 その他の
計

消  去
連  結事    業 事   業 事   業 又は全社

売 上 高

(1)外部顧客に対す 
   る売上高

73,680 2,385 734 76,801 ― 76,801

(2)セグメント間の 
   内部売上高又は 
   振替高

― ― ― ― ― ―

営 業 費 用 71,322 2,381 667 74,371 ― 74,371

営 業 利 益 2,358 4 66 2,430 ― 2,430

当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） （単位：百万円）

日  本 ア ジ ア
その他の

計
消    去

連    結地    域 又は全社

   売    上    高

(1)外部顧客に対する売上高 68,814 4,967 3,289 76,801 ― 76,801

(2)セグメント間の内部
2,935 1,350 565 4,852 (4,852) ―  売上高又は振替高

     計 71,749 6,048 3,855 81,653 (4,852) 76,801

   営  業  費  用 69,807 5,662 3,760 79,230 (4,859) 74,371

   営  業  利  益 1,942 386 94 2,423 7 2,430
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③海外売上高 

 

 
  
注１.海外売上高は、当社および連結子会社の日本以外の国または地域における売上高であ  

       ります。 
  

 ２.国または地域の区分は、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または地域 

  (1) アジア           中国、シンガポール、タイ、韓国、ベトナム、カタール 
  (2) ヨーロッパ       スロバキア、ハンガリー、チェコ、ポーランド、イギリス 
  (3) アメリカ         アメリカ合衆国、メキシコ、カナダ 
  (4) その他の地域     ブラジル、アルジェリア、オーストラリア 

  

                                          （単位：百万円） 

 
  

      注 平成20年４月～９月に市場買付により1,796百万円を取得いたしました。 

当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） （単位：百万円）

アジア ヨーロッパ アメリカ その他の 
地    域 計

 Ⅰ  海  外  売 上  高 27,337 1,407 2,363 1,160 32,269

 Ⅱ  連  結  売 上  高 76,801

 Ⅲ  連結売上高に占める
     海外売上高の割合 35.6% 1.8% 3.1% 1.5% 42.0%

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

 前期末残高 5,105 3,792 14,635 △421 23,111

 当第２四半期末までの変動額

  在外子会社の国際財務報告基 
  準適用に伴う期首残高修正額

2 2

  剰余金の配当 △647 △647

  四半期純利益 1,330 1,330

  自己株式の取得      (注) △1,806 △1,806

  自己株式の処分 0 4 5

 当第２四半期末までの変動額合計 0 685 △1,801 △1,115

 当第２四半期末残高 5,105 3,792 15,321 △2,223 21,996
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前四半期に係る財務諸表等 

（1）前中間連結損益計算書 

                        （単位：百万円） 

「参考資料」

科  目

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)

金  額 百分比

％

Ⅰ 売上高 67,725 100.0

Ⅱ 売上原価 59,280 87.5

   売上総利益 8,445 12.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費 5,962 8.8

   営業利益 2,483 3.7

Ⅳ 営業外収益

 1. 受取利息 31

 2. 受取配当金 100

 3. 仕入割引 156

 4. その他 20

  営業外収益合計 308 0.4

Ⅴ 営業外費用

 1. 支払利息 56

 2. 諸手数料 30

 3. コミットメント費用 12

 4. その他 96

  営業外費用合計 197 0.3

   経常利益 2,595 3.8

Ⅵ 特別利益

 1. 固定資産売却益 4

 2. 会員権売却益 3

  特別利益合計 8 0.0

Ⅶ 特別損失

 1. 固定資産売却損 2

 2. 固定資産除却損 1

 3. 役員退職慰労金 32

 4. その他 0

  特別損失合計 36 0.0

   税金等調整前中間純利益 2,566 3.8

   法人税、住民税及び事業税 1,027 1.5

   法人税等調整額 91 0.2

   少数株主利益 27 0.0

   中間純利益 1,420 2.1
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（2）前中間連結キャッシュ・フロー計算書 

                                   （単位：百万円） 

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）

金 額

 Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

1 税金等調整前中間純利益 2,566

2 減価償却費 182

3 のれん償却額 52

4 貸倒引当金の増加額 9

5 賞与引当金及び役員賞与引当金の減少額 △29

6 役員退職引当金及び退職給付引当金の減少額 △94

7 受取利息及び受取配当金 △131

8 支払利息 56

9 為替差益 △12

10 固定資産売却損 1

11 固定資産除却損 0

12 売上債権の増加額 △2,783

13 前渡金の増加額 △4,646

14 たな卸資産の増加額 △1,705

15 その他流動資産の増加額 △140

16 仕入債務の増加額 3,183

17 前受金の増加額 4,624

18 その他流動負債の増加額 144

19 賃貸用資産（リース資産）の取得による支出 △58

20 その他 △36

 小 計 1,183

21 利息及び配当金の受取額 134

22 利息の支払額 △40

23 法人税等の支払額 △1,079

営業活動によるキャッシュ・フロー 197

 Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

1 定期預金の預入による支出 △9

2 有形固定資産の取得による支出 △153

3 有形固定資産の売却による収入 9

4 無形固定資産の取得による支出 △13

5 投資有価証券の取得による支出 △84

6 貸付けによる支出 △10

7 貸付金の回収による収入 16

8 会員権売却による収入 11

投資活動によるキャッシュ・フロー △235
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 Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

1 短期借入金純増額 1,547

2 長期借入金の返済による支出 △74

3 自己株式の取得による支出 △18

4 自己株式の売却による収入 1

5 配当金の支払額 △737

財務活動によるキャッシュ・フロー 717

 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 36

 Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 716

 Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 7,759

 Ⅶ 新規連結に伴う現金及び現金同等物増加高 16

 Ⅷ 現金及び現金同等物中間期末残高 8,492
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（3）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） 

  
①事業の種類別セグメント情報 

                                                     （単位：百万円） 

 
  

注１.事業区分の方法 
  当社および連結子会社は、国内および海外において各種機械・装置に関連する事業を行っ
ております。事業区分の方法は、商品の種類によって機械関係事業とこれに附帯する材料関
係事業およびその他の事業とにセグメンテーションしております。 

  
 ２.事業区分の主要商品 
   機械関係事業     各種機械・器具・部品およびこれらの修理・保守・点検 
   材料関係事業     各種管材・管機材・金属材料・プラスチック原料、化学品 
   その他の事業     各種機器・不動産の賃貸、不動産の仲介、保険代理業、その他 

  

②所在地別セグメント情報 

                                                     （単位：百万円） 

 
  

注１.国または地域の区分は、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主な国または地域 
  (1) アジア           シンガポール、タイ、マレーシア、フィリピン、中国 
  (2) その他の地域     アメリカ合衆国、ヨーロッパ 

  
 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はありません。 

  

機械関係 材料関係 その他の
計

消   去
連  結事    業 事   業 事   業 又は全社

 売 上 高 65,149 2,235 340 67,725 ― 67,725

 営 業 費 用 62,744 2,215 282 65,242 ― 65,242

 営 業 利 益 2,405 20 58 2,483 ― 2,483

日    本 ア ジ ア
その他の

計
消    去

連    結地    域 又は全社

   売    上    高

(1)外部顧客に対する売上高 60,185 3,541 3,998 67,725 ― 67,725

(2)セグメント間の内部
3,281 785 523 4,590 (4,590) ―  売上高又は振替高

     計 63,467 4,327 4,521 72,316 (4,590) 67,725

   営  業  費  用 61,230 4,237 4,315 69,783 (4,540) 65,242

   営  業  利  益  2,236 90 206 2,533 (50) 2,483
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③海外売上高 

                                                     （単位：百万円） 

 
  

注１.海外売上高は、当社および連結子会社の日本以外の国または地域における売上高であ 
       ります。 

  
 ２.国または地域の区分は、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または地域 
  (1) アジア          中国、韓国、タイ、フィリピン、マレーシア、シンガポール 

(2) ヨーロッパ      チェコ、スロバキア、イギリス、ポーランド、ハンガリー、 
                      ベルギー 

  (3) アメリカ        アメリカ合衆国、メキシコ、カナダ 
  (4) その他の地域    ブラジル、アルジェリア 

アジア ヨーロッパ アメリカ その他の 
地    域 計

 Ⅰ  海  外  売 上  高 24,179 2,084 3,475 292 30,030

 Ⅱ  連  結  売 上  高 67,725

 Ⅲ  連結売上高に占める
     海外売上高の割合 35.7% 3.1% 5.1% 0.4% 44.3%
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