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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 10,533 ― 1,143 ― 1,171 ― 679 ―

20年3月期第2四半期 9,572 ― 1,121 ― 1,104 ― 663 ―

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 68.97 ―

20年3月期第2四半期 67.34 ―

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 19,375 9,215 47.6 935.63
20年3月期 19,213 8,698 45.3 883.10

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  9,215百万円 20年3月期  8,698百万円

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 ― 0.00 ― 18.00 18.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 20.00 20.00

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 26,000 19.2 2,160 △3.4 2,100 △4.5 1,260 △3.3 127.92

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、３～４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．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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、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」をご覧ください。 
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）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。 
３．当連結会計年度より「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号）を早期適
用しております。  

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  9,850,000株 20年3月期  9,850,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  76株 20年3月期  ―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  9,849,935株 20年3月期第2四半期  9,850,000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１日から平成20年９月30日まで）におけるわが国経済は、サブプライム

住宅ローン問題に端を発した世界的な金融市場の混乱や円高及び原油、鋼材等の原材料価格の高騰等により、景気減

速への懸念が広がっております。

　当社グループの主要顧客である自動車業界におきましては、北米市場での販売不振や欧州やアジアにおける販売の

陰り等により、設備投資の抑制や投資意欲減退の兆しが見え始めています。

　このような状況の中、当第２四半期連結累計期間の受注高につきましては、プレス機械は自動車業界各社の設備投

資計画の遅れ等により、前年同期に比べ961百万円減少し4,570百万円となりました。ＦＡシステム製品はコイルフィー

ダラインの受注が多かったこともあり、前年同期に比べ541百万円増加の3,376百万円となりました。アフターサービ

ス工事は前年同期に大型工事の受注があったため、前年同期に比べ277百万円減少し2,708百万円となりました。全体

では前年同期に比べ697百万円減少し10,655百万円となりました。受注残高は前連結会計年度末に比べ121百万円増加

し16,979百万円となりました。

　売上高につきましては、プレス機械は、当連結会計年度から「工事契約に関する会計基準」を早期適用したことに

よる増加830百万円はありましたが、大型プレスの売上が少なかったこともあり、前年同期に比べ191百万円増加の

5,467百万円に止まりました。ＦＡシステム製品は、当連結会計年度から「工事契約に関する会計基準」を早期適用し

たことによる増加149百万円に加え、レーザー溶接装置の売上等もあり、前年同期に比べ334百万円増加し2,629百万円

となりました。アフターサービス工事は前年同期に比べ435百万円増加し2,436百万円となりました。全体では前年同

期に比べ960百万円増加し10,533百万円となりました。

　損益面につきましては、当連結会計年度から「工事契約に関する会計基準」を早期適用したことによる増加等はあ

りましたが、鋼材等原材料価格の上昇による製造原価のアップにより、営業利益は前年同期に比べ22百万円増加の

1,143百万円に止まりました。経常利益は前年同期に比べ66百万円増加の1,171百万円となりましたが、四半期純利益

は投資有価証券評価損55百万円を計上したことにより、前年同期に比べ15百万円増加の679百万円となりました。

　※　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。このため、当第２四半期連結累計期間の損益計算書と前年同期の損益計算書

とでは作成基準が異なるので、前年同期比較に関する情報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

（１）資産、負債及び純資産の状況

　当第２四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、前連結会計年度末に比べ233百万円増加し、14,917百

万円となりました。これは、主に受取手形及び売掛金は減少したものの、現金及び預金が増加したことによるも

のであります。

　固定資産の残高は、前連結会計年度末に比べ71百万円減少し、4,458百万円となりました。これは、主に建物及

び構築物が減少したことによるものであります。

　負債の残高は、前連結会計年度末に比べ355百万円減少し、10,159百万円となりました。これは、主に未払費用

が減少したことによるものであります。

　純資産の残高は、前連結会計年度末に比べ517百万円増加し、9,215百万円となりました。これは、主に利益剰

余金が増加したことによるものであります。

（２）キャッシュ・フローの状況　

　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（以下「資金」という。）は、未払費用の減少及び定

期預金の預入による支出等はあったものの、税金等調整前四半期純利益の計上及び売上債権の減少等の要因によ

り、前連結会計年度末に比べ735百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末には2,810百万円となりました。

　当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は、4,106百万円となりました。これは、主に

未払費用の減少等はあったものの、税金等調整前四半期純利益の計上及び売上債権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）

　当第２四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は、3,187百万円となりました。これは、主に

定期預金の預入による支出があったことによるものであります。
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（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期連結累計期間において財務活動の結果使用した資金は、176百万円となりました。これは、主に配

当金の支払額があったことによるものであります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　当第２四半期連結累計期間の連結業績につきましては、平成20年５月15日に公表いたしました業績予想を修正して

おります。詳細は本日別途開示いたします「業績予想に関するお知らせ」をご参照ください。

　なお、平成21年３月期の連結業績予想につきましては、概ね当初計画どおりに進捗しており、現時点では平成20年

５月15日に公表いたしました業績予想を変更しておりません。　

　当社グループを取り巻く事業環境は、このところの金融危機の実体経済への影響による景気減速に、年初来の原材

料価格の上昇や競争の激化が加わり、ますます厳しいものとなってきておりますが、受注の確保、コスト競争力の強

化、商品力の強化を図り目標収益の確保に努めてまいります。

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

①簡便な会計処理

・固定資産の減価償却費の算定方法

　固定資産の年度中の取得、売却及び除却等の見積りを考慮した予算を策定しているため、当該予算に基づく

年間償却予定額を期間按分して算定しております。

・法人税等並びに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、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生

状況に著しい変化がないため、前連結会計年度決算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

グを利用しております。

・製品保証引当金の算定方法

　保証工事の実績率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ため、前連結会計年

度決算において算定した保証工事の実績率に基づき、算定しております。

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

・税金費用の計算

　税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

　なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。

（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）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」の適用

　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、材料は総平均法による原価法、仕掛品は個別法に

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、材料は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）、仕掛品は個別法による原価法（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。

　なお、これによる当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。
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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

　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。

　なお、これによる当第２四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

④「工事契約に関する会計基準」の適用

　「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号　平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号　平成19年12月27日）が平成21年４月１日より前に開始する連

結会計年度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

89百万円増加しております。

⑤「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することが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。なお、リース取引開始日が適用

初年度前の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

理を引き続き採用しております。

　なお、これによる当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。

（４）追加情報

（有形固定資産の耐用年数の変更）

　当社は、法人税法の改正を契機として、第１四半期連結会計期間より、機械装置の耐用年数を従来の10年か

ら９年に変更しております。

　なお、これによる当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。
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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：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 6,545,904 2,725,117

受取手形及び売掛金 4,973,516 8,207,373

原材料 205,203 170,983

仕掛品 2,681,231 3,115,654

繰延税金資産 428,311 429,928

その他 83,701 38,577

貸倒引当金 △490 △3,590

流動資産合計 14,917,378 14,684,043

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,309,541 1,357,213

機械装置及び運搬具（純額） 1,083,115 1,108,886

土地 893,159 893,159

その他（純額） 195,724 154,882

有形固定資産合計 3,481,542 3,514,143

無形固定資産   

のれん 18,468 21,547

その他 77,047 76,828

無形固定資産合計 95,516 98,375

投資その他の資産   

投資有価証券 176,666 212,973

繰延税金資産 616,181 614,379

その他 88,642 90,142

貸倒引当金 △280 △280

投資その他の資産合計 881,210 917,215

固定資産合計 4,458,269 4,529,734

資産合計 19,375,647 19,213,777



（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 1,344,810 1,130,054

短期借入金 200,000 200,000

未払金 3,819,415 3,731,436

未払費用 687,302 1,022,126

未払法人税等 463,345 562,991

前受金 1,347,533 1,334,268

賞与引当金 329,000 339,000

製品保証引当金 439,000 440,000

受注損失引当金 84,038 90,966

その他 27,245 234,213

流動負債合計 8,741,691 9,085,057

固定負債   

退職給付引当金 1,322,074 1,334,152

その他 96,000 96,000

固定負債合計 1,418,074 1,430,152

負債合計 10,159,766 10,515,209

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,055,000 1,055,000

資本剰余金 747,400 747,400

利益剰余金 7,398,497 6,896,496

自己株式 △50 －

株主資本合計 9,200,846 8,698,896

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 13,011 △5,337

繰延ヘッジ損益 3,111 －

為替換算調整勘定 △1,087 5,009

評価・換算差額等合計 15,035 △327

純資産合計 9,215,881 8,698,568

負債純資産合計 19,375,647 19,213,777



（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 10,533,898

売上原価 8,641,704

売上総利益 1,892,194

販売費及び一般管理費 748,348

営業利益 1,143,846

営業外収益  

受取利息 9,935

受取配当金 3,574

その他 24,707

営業外収益合計 38,217

営業外費用  

支払利息 59

その他 10,630

営業外費用合計 10,689

経常利益 1,171,374

特別損失  

投資有価証券評価損 55,185

税金等調整前四半期純利益 1,116,189

法人税等 436,888

四半期純利益 679,300



（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利益 1,116,189

減価償却費 227,119

のれん償却額 3,078

賞与引当金の増減額（△は減少） △10,000

製品保証引当金の増減額（△は減少） △1,000

受注損失引当金の増減額（△は減少） △6,928

退職給付引当金の増減額（△は減少） △12,077

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,100

受取利息及び受取配当金 △13,510

支払利息 59

固定資産除却損 5,928

投資有価証券評価損益（△は益） 55,185

売上債権の増減額（△は増加） 3,233,857

たな卸資産の増減額（△は増加） 400,202

その他の流動資産の増減額（△は増加） △35,905

仕入債務の増減額（△は減少） 81,332

未払費用の増減額（△は減少） △326,830

未払金の増減額（△は減少） 112,030

前受金の増減額（△は減少） 13,265

その他の流動負債の増減額（△は減少） △2,295

その他 △203,127

小計 4,633,474

利息及び配当金の受取額 12,309

利息の支払額 △59

法人税等の支払額 △539,707

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,106,018

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 △5,035,000

定期預金の払戻による収入 1,950,000

投資有価証券の取得による支出 △3,291

投資有価証券の売却による収入 960

有形固定資産の取得による支出 △81,208

無形固定資産の取得による支出 △17,738

その他 △767

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,187,045

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 △50

配当金の支払額 △176,740

財務活動によるキャッシュ・フロー △176,791

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6,393

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 735,787

現金及び現金同等物の期首残高 2,075,117

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,810,904



　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）

　当社グループ（当社及び連結子会社）は、プレス機械及びその周辺設備の製造・販売・アフターサービス工事

を主な事業としており、当該事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。

【所在地別セグメント情報】

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）

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。

【海外売上高】

　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）

 アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 3,742,069 1,444,699 5,186,768

Ⅱ　連結売上高（千円） － － 10,533,898

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 35.5 13.7 49.2

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

アジア……タイ、中国、インド他

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（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  9,572,991 100.0

Ⅱ　売上原価  7,526,528 78.6

売上総利益  2,046,462 21.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費  925,307 9.7

営業利益  1,121,154 11.7

Ⅳ　営業外収益    

１．受取利息 5,297   

２．受取配当金 3,091   

３．固定資産売却益 2,780   

４．付加価値税還付金 3,188   

５．役員退職慰労引当金取崩益 3,820   

６．その他 1,454 19,632 0.2

Ⅴ　営業外費用    

１．支払利息 57   

２．為替差損 10,859   

３．固定資産除却損 9,976   

４．和解金 8,625   

５．外国租税公課 4,589   

６．その他 2,153 36,262 0.4

経常利益  1,104,524 11.5

税金等調整前中間純利益  1,104,524 11.5

法人税、住民税及び事業税 423,024   

法人税等調整額 18,164 441,189 4.6

中間純利益  663,335 6.9

    

－ 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（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 1,104,524

減価償却費 211,152

のれん償却額 3,078

賞与引当金の増加・減少（△）額 43,000

役員賞与引当金の増加・減少（△）額 △9,000

製品保証引当金の増加・減少（△）額 △31,000

退職給付引当金の増加・減少（△）額  △35,170

役員退職慰労引当金の増加・減少（△）額 △107,320

貸倒引当金の増加・減少（△）額 337

受取利息及び受取配当金 △8,388

支払利息 57

固定資産除却損 9,976

売上債権の減少・増加（△）額 518,618

たな卸資産の減少・増加（△）額 △524,936

その他流動資産の減少・増加（△）額 △33,095

仕入債務の増加・減少（△）額 △220,536

未払費用の増加・減少（△）額 △216,537

未払金の増加・減少（△）額 171,749

前受金の増加・減少（△）額 122,560

その他流動負債の増加・減少（△）額 △10,914

その他 △29,042

小計 959,113

利息及び配当金の受取額 8,485

利息の支払額 △48

法人税等の支払額 △602,080

営業活動によるキャッシュ・フロー 365,468

－ 3 －



 
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）

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 △400,000

定期預金の払戻による収入 400,000

投資有価証券の取得による支出 △3,281

有形固定資産の取得による支出 △256,546

無形固定資産の取得による支出 △12,618

その他 △4,115

投資活動によるキャッシュ・フロー △276,561

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △146,819

財務活動によるキャッシュ・フロー △146,819

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 11,586

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加・減少（△）額 △46,326

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 3,692,101

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末残高 3,645,775

  

（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）

　当社グループは、プレス機械及びその周辺設備の製造・販売・アフターサービス工事を主な事業としており、

当該事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。

【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）

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。

【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）

 アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 1,881,441 864,299 2,745,740

Ⅱ　連結売上高（千円） － － 9,572,991

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 19.7 9.0 28.7

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

アジア……タイ、中国、インド他

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 －
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