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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 14,132 ― △411 ― △313 ― △920 ―

20年3月期第2四半期 18,573 △7.9 314 △63.2 266 △68.1 △580 ―

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 △48.49 ―

20年3月期第2四半期 △30.59 ―

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 37,444 22,432 59.8 1,180.85
20年3月期 37,816 23,747 62.7 1,250.17

（参考） 自己資本  21年3月期第2四半期  22,405百万円 20年3月期  23,721百万円

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 ― 5.00 ― 3.00 8.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 0.00 0.00

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 26,800 △22.9 △1,420 ― △1,270 ― △2,100 ― △110.68

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） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。 
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）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 20,537,875株 20年3月期 20,537,875株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期 1,563,675株 20年3月期 1,563,552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 18,974,285株 20年3月期第2四半期 18,974,647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２四半期連結累計期間の経済状況は、サブプライムローン問題を起因とした金融市場の混乱が実体経済へも

影響を及ぼし、個人消費の落ち込みや生産調整および設備投資抑制の動きが見られるなど、景気後退感がより鮮明

さを増してきました。 

当社グループが属する電子部品業界においても、携帯電話やデジタル家電製品向け需要が伸び悩み、また、前年

度から続く半導体設備投資の抑制傾向が更に強まるなど、厳しい経営環境にありました。 

このような状況の下、当第２四半期連結累計期間の業績は、主要顧客先である半導体設備投資関連向け検査用Ｉ

Ｃソケット製品およびデジタル家電製品向けコネクタ製品の販売が低調であったことにより、売上高は14,132百万

円（前年同四半期比23.9％減）となりました。損益面におきましては、主力製品の大幅な減収が響き、営業損失

411百万円（前年同四半期は営業利益314百万円）、経常損失313百万円（前年同四半期は経常利益266百万円）とな

りました。また、四半期純損益は、投資有価証券評価損や固定資産除却損等の特別損失349百万円の計上、税効果

会計処理による法人税等調整額253百万円の計上により、四半期純損失920百万円（前年同四半期は四半期純損失

580百万円）となりました。 

部門別の概況は、次のとおりであります。 

［コネクタ事業部門］ 

比較的堅調に推移していた携帯電話向けやパソコン向けコネクタ製品は第２四半期に入り伸び悩む結果となりま

した。また、薄型テレビ向け高速伝送用コネクタ製品やアミューズメント向け実装用ＩＣソケット製品についても

低調な推移となりました。その結果、売上高は4,882百万円（前年同四半期比9.5％減）となりました。 

［テストソリューション事業部門］ 

前年度から続く半導体設備投資の抑制傾向は、第２四半期以降においても更に強まるなど、特に半導体検査工程

におけるバーンイン向け主力製品の販売は低調な推移となりました。その結果、売上高は5,024百万円（前年同四

半期比20.6％減）となりました。 

［ＹＦＬＥＸ・光関連・ＥＭＳ事業部門］ 

ＹＦＬＥＸ事業では、高速伝送用コネクタ製品とのセット販売で主に薄型ＴＶやアミューズメント向け拡販に注

力してきましたが、売価ダウンや在庫調整等の影響により低調な推移となりました。また、ＥＭＳ事業において

は、部材の自社調達型からユーザー支給型に切り替ったため大幅な減収となりました。その結果、ＹＦＬＥＸ・光

関連・ＥＭＳ事業部門の売上高は4,225百万円（前年同四半期比38.3％減）となりました。なお、大幅な減収とな

ったＥＭＳ事業の収益については不採算製品の整理などにより改善がなされております。 
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所在地別の概況は、次のとおりであります。 

［日本］ 

国内においては、第２四半期以降においても半導体検査用ＩＣソケット製品およびデジタル家電製品向けコネク

タ製品などの主力製品の販売が振るわず、売上高は5,256百万円（前年同四半期比19.5％減）、営業利益380百万円

（前年同四半期比53.3％減）となりました。 

［北米］ 

北米においては、主力の半導体検査用ＩＣソケット製品やメモリカードコネクタ製品の販売も振るわなかったこ

とから、売上高は1,419百万円（前年同四半期比20.8％減）、営業損失43百万円（前年同四半期は営業利益71百万

円）となりました。 

［アジア］ 

アジアにおいては、ＥＭＳ事業における基板実装品の部材自社調達をユーザー調達に切り替えたことや、第２四

半期以降においても主力のコネクタ製品や検査用ＩＣソケット製品の低調な推移により、売上高は5,072百万円

（前年同四半期比33.5％減）、営業利益170百万円（前年同四半期比39.5％減）となりました。 

［欧州］ 

欧州においては、ＦＡ機器向けコネクタ製品は堅調に推移しましたが、半導体検査用ＩＣソケット製品やポータ

ブルナビゲーション向けコネクタ製品の販売が振るわず、売上高は2,383百万円（前年同四半期比9.4％減）、営業

利益39百万円（前年同四半期比82.7％減）となりました。 

なお、前年同四半期増減率（前年同四半期の金額）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２四半期連結会計期間末の資産につきましては、37,444百万円（前連結会計年度末比371百万円減少）とな

りました。流動資産は受取手形及び売掛金の増加などもあり451百万円増加し、有形固定資産につきましても事業

用資産の設備投資により12百万円の微増となりました。投資その他の資産につきましては、投資有価証券評価損の

計上や保険積立金の解約により823百万円の減少となりました。 

負債につきましては、15,011百万円（前連結会計年度末比943百万円増加）となりました。これは主に、流動負

債において借入金が増加したことに伴うものであります。 

純資産につきましては、22,432百万円（前連結会計年度末比1,314百万円減少）となりました。株主資本は、税

金等調整前四半期純損失を計上したことや税効果会計処理による法人税等の調整があったことにより971百万円減

少いたしました。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

平成21年３月期の業績予想につきましては、平成20年10月24日に公表いたしました業績予想に変更はありませ

ん。 

なお、業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、実際の業績等は、業

況の変化等により、予想数値と異なる場合があります。 
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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）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．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．通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりまし

たが、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、主として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、当第２四半期連結累計期間の営業損失及び経常損失は5,858千円増加し、税金等調整前四半期

純損失は152,375千円増加しております。 

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、当第２四半期連結累計期間の営業損失、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．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、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。 

ただし、リース取引開始日が会計基準適用初年度開始前のリース取引で、これらの会計基準等に基づき所有

権移転外ファイナンス・リース取引と判定されたものについては、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理を適用しております。 

なお、これによる、当第２四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与え

る影響はありません。 
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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 5,669,935 5,137,693

受取手形及び売掛金 9,480,535 9,227,489

製品 1,616,720 1,650,507

原材料 1,551,655 1,771,432

仕掛品 600,415 617,025

繰延税金資産 119,079 125,099

その他 893,763 944,128

貸倒引当金 △12,389 △5,335

流動資産合計 19,919,715 19,468,040

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,921,653 3,910,311

機械装置及び運搬具 2,819,506 2,436,052

工具、器具及び備品 2,184,814 2,043,761

土地 3,917,601 4,187,906

リース資産 10,978 －

建設仮勘定 54,767 319,133

有形固定資産合計 12,909,322 12,897,165

無形固定資産   

のれん 94,800 107,575

その他 280,859 302,346

無形固定資産合計 375,660 409,922

投資その他の資産   

投資有価証券 2,213,305 2,611,043

繰延税金資産 61,377 37,865

その他 2,063,417 2,511,162

貸倒引当金 △98,403 △119,138

投資その他の資産合計 4,239,697 5,040,932

固定資産合計 17,524,680 18,348,021

資産合計 37,444,395 37,816,061
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（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,920,422 4,936,639

短期借入金 6,220,187 5,064,832

未払法人税等 155,067 216,158

役員賞与引当金 5,150 10,000

繰延税金負債 412,847 220,217

その他 2,194,227 2,007,094

流動負債合計 13,907,902 12,454,941

固定負債   

長期借入金 491,908 749,324

退職給付引当金 124,110 136,098

役員退職慰労引当金 69,093 292,548

繰延税金負債 297,507 308,493

その他 120,875 126,756

固定負債合計 1,103,494 1,613,220

負債合計 15,011,397 14,068,162

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,013,634 10,013,634

資本剰余金 10,971,518 10,971,518

利益剰余金 3,941,601 4,912,943

自己株式 △2,281,278 △2,281,222

株主資本合計 22,645,475 23,616,874

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 461,261 585,361

為替換算調整勘定 △701,033 △481,198

評価・換算差額等合計 △239,772 104,162

少数株主持分 27,295 26,861

純資産合計 22,432,998 23,747,898

負債純資産合計 37,444,395 37,816,061
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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 14,132,010

売上原価 10,632,316

売上総利益 3,499,694

販売費及び一般管理費  

給料 1,580,289

賞与 228,312

福利厚生費 229,415

運賃諸掛 185,413

旅費及び交通費 157,420

減価償却費 207,157

支払手数料 152,840

賃借料 167,400

雑費 1,002,871

販売費及び一般管理費合計 3,911,119

営業損失（△） △411,425

営業外収益  

受取利息 31,252

受取配当金 27,146

為替差益 68,521

その他 60,274

営業外収益合計 187,195

営業外費用  

支払利息 42,353

持分法による投資損失 19,920

その他 26,626

営業外費用合計 88,900

経常損失（△） △313,131

特別利益  

固定資産売却益 34,340

投資有価証券売却益 34,547

その他 19,019

特別利益合計 87,908

特別損失  

固定資産除却損 25,449

固定資産売却損 1,198

投資有価証券評価損 142,250

たな卸資産評価損 146,517

持分変動損失 14,823

その他 19,691

特別損失合計 349,931

税金等調整前四半期純損失（△） △575,154

法人税、住民税及び事業税 90,754

法人税等調整額 253,765

法人税等合計 344,519

少数株主利益 390

四半期純損失（△） △920,064
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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（△） △575,154

減価償却費 1,121,251

受取利息及び受取配当金 △58,398

支払利息 42,353

為替差損益（△は益） △57,143

売上債権の増減額（△は増加） △245,307

たな卸資産の増減額（△は増加） 238,839

仕入債務の増減額（△は減少） △53,272

その他 150,453

小計 563,621

利息及び配当金の受取額 67,443

利息の支払額 △24,686

法人税等の支払額 △132,257

営業活動によるキャッシュ・フロー 474,121

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 △1,286,606

有形固定資産の売却による収入 297,912

保険積立金の払戻による収入 508,678

その他 △183,974

投資活動によるキャッシュ・フロー △663,989

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） 1,359,165

長期借入れによる収入 450,000

長期借入金の返済による支出 △907,416

配当金の支払額 △57,501

その他 △35,167

財務活動によるキャッシュ・フロー 809,079

現金及び現金同等物に係る換算差額 △86,553

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 532,658

現金及び現金同等物の期首残高 5,131,499

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,664,157
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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 

〔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（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

電子・電気機器関連部品の製造販売事業の売上高及び営業利益の金額は全セグメントの売上高の合計及び営

業利益の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略

しております。 

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

（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。 

  

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） 

日本 
（千円） 

北米 
（千円） 

アジア 
（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 5,256,662 1,419,709 5,072,050 2,383,586 14,132,010 － 14,132,010 

(2）セグメント間の内部売上高 3,676,702 14,036 3,096,905 107,212 6,894,857 △6,894,857 － 

計 8,933,365 1,433,746 8,168,956 2,490,799 21,026,867 △6,894,857 14,132,010 

営業利益又は営業損失（△） 380,986 △43,314 170,199 39,314 547,185 △958,611 △411,425 

    北米 アジア 欧州 合計 

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） 

Ⅰ 海外売上高（千円） 1,419,709 5,143,193 2,383,586 8,946,490 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － 14,132,010 

Ⅲ 海外売上高の連結売

上高に占める割合

（％） 

10.0 36.4 16.9 63.3 
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「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（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   18,573,963 100.0 

Ⅱ 売上原価   14,025,339 75.5 

売上総利益   4,548,624 24.5 

Ⅲ 販売費及び一般管理費       

１．給与 1,671,370     

２．賞与  185,810     

３．福利厚生費  244,975     

４．役員賞与引当金繰入額  5,100     

５．役員退職慰労引当金繰入額  17,880     

６．運賃保管料  217,322     

７．旅費交通費  188,300     

８．減価償却費  275,263     

９．リース料  55,354     

10．通信費  56,734     

11．支払手数料 179,026     

12．のれん償却額  59,720     

13．雑費 1,077,093 4,233,952 22.8 

営業利益   314,671 1.7 

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息 45,315     

２．受取配当金 28,108     

３．受取賃貸料 2,483     

４．スクラップ売却収入 29,718     

５．その他 45,184 150,809 0.8 

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息 71,400     

２．為替差損 102,043     

３．その他 25,912 199,356 1.1 

経常利益   266,124 1.4 
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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 
（％） 

Ⅵ 特別損失       

１．固定資産除却損 50,858     

２．減損損失 114,849     

３．投資有価証券評価損 3,647     

４．関係会社株式売却損  5,000     

５．特別退職金 6,386     

６．その他 300 181,040 0.9 

税金等調整前中間純利益   85,083 0.5 

法人税、住民税及び事業税 251,064     

法人税等調整額 415,151 666,215 3.6 

少数株主損失（△）   △639 △0.0 

中間純損失（△）   △580,491 △3.1 
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（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（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前中間純利益 85,083 

減価償却費  1,319,186 

減損損失  114,849 

のれん償却額  59,720 

受取利息及び受取配当金  △73,423 

為替差益  △4,250 

支払利息  71,400 

繰延資産償却額  4,254 

投資有価証券評価損  3,647 

関係会社株式売却損  5,000 

有形固定資産除売却損  50,858 

売上債権の減少額  1,107,739 

たな卸資産の増加額 △119,686 

仕入債務の増加額  608,614 

退職給付引当金の増加額  602 

役員退職慰労引当金の増加額  13,639 

その他 53,751 

小計 3,300,988 

利息及び配当金の受取額  87,158 

利息の支払額  △80,474 

法人税等の支払額  △232,746 

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,074,926 

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  △410 

有形固定資産の取得による支出  △1,321,063 

投資有価証券の取得による支出  △354,675 

関係会社株式の売却による収入  5,000 

長期貸付による支出 △98,028 

保険積立金の積立による支出  △7,512 

保険積立金の返戻による収入  48,877 

その他  △38,498 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,766,310 
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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） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純減少額 △1,084,747 

長期借入れによる収入  700,000 

長期借入金の返済による支出  △165,290 

社債の償還による支出  △25,000 

ファイナンス・リース債務の返済
による支出 

△66,237 

自己株式の取得による支出  △214 

配当金の支払額  △227,020 

財務活動によるキャッシュ・フロー △868,510 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 19,852 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 459,958 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 5,186,737 

Ⅶ 連結範囲変更に伴う現金及び現金 
同等物の増加額 73,356 

Ⅷ 現金及び現金同等物の中間期末残高 5,720,052 
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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） 

ＬＣＤ装置事業の営業損失の絶対値が電子・電気機器関連部品事業の営業利益の絶対値の10％を超えること

となりました。しかしながら、ＬＣＤ装置事業の今後の状況及び記載対象セグメントの継続性を考慮した結

果、ＬＣＤ装置事業を除けば電子・電気機器部品関連事業が90％超であるため、事業の種類別セグメント情報

の記載を省略しております。 

〔所在地別セグメント情報〕 

〔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） 

日本 
（千円） 

北米 
（千円） 

アジア 
（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 6,528,208 1,792,238 7,622,812 2,630,704 18,573,963 － 18,573,963 

(2）セグメント間の内部売上高 4,861,376 29,383 3,841,444 186,727 8,918,931 △8,918,931 － 

計 11,389,585 1,821,621 11,464,256 2,817,431 27,492,895 △8,918,931 18,573,963 

営業費用 10,573,557 1,749,983 11,182,839 2,590,747 26,097,128 △7,837,835 18,259,292 

営業利益 816,028 71,638 281,416 226,683 1,395,767 △1,081,096 314,671 

    北米 アジア 欧州 合計 

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） 

Ⅰ 海外売上高（千円） 1,792,238 7,622,812 2,630,704 12,045,754 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － 18,573,963 

Ⅲ 海外売上高の連結売

上高に占める割合

（％） 

9.6 41.0 14.2 64.9 
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