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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 24,152 ― 1,981 ― 2,436 ― 1,452 ―

20年3月期第2四半期 23,196 13.8 1,783 60.8 2,248 53.4 1,516 55.9

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 114.71 ―

20年3月期第2四半期 119.89 119.84

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 53,282 44,777 83.2 3,502.82
20年3月期 53,524 44,279 81.9 3,462.50

（参考） 自己資本  21年3月期第2四半期  44,340百万円 20年3月期  43,831百万円

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 ― 12.50 ― 17.50 30.00
21年3月期 ― 12.50 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 12.50 25.00

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 46,500 △4.8 2,700 △33.7 3,500 △28.2 2,200 △32.9 173.80

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．その他をご覧下さい。  

(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．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仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項については、２ページ【定性的
　　　情報・財務諸表】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。  

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 13,084,700株 20年3月期 13,084,700株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期 426,132株 20年3月期 425,678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 12,658,613株 20年3月期第2四半期 12,652,457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２四半期累計期間のわが国経済は、米国のサブプライムローン問題をきっかけとした金融市場の混乱や石油

をはじめ原材料価格高騰が米国経済を直撃し、さらにその影響が欧州、新興国へも及びはじめたことから、先行き

不透明な状況で推移しました。 

当社グループの主要な取引先である自動車業界につきましては、内需は不振であったものの、好調な輸出等に支

えられた結果、国内生産は5,791千台と前年度比較5.6％増となりました。海外生産については、グローバル経済の

成長鈍化に伴い減速が顕著になりました。このような状況の中で、当社グループにおきましては、国内外の事業展

開を着実に進めた結果、連結売上高については、241億５千２百万円と前年同期比4.1％の増収になりました。 

 利益面では、連結営業利益は19億８千１百万円（前年同期比11.1％増）、連結経常利益は24億３千６百万円（前

年同期比8.4％増）、連結四半期純利益は14億５千２百万円（前年同期比4.3％減）となりました。 

 なお、前年同期比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２四半期の総資産は、たな卸資産の減少、有形固定資産の減少等により２億４千２百万円減少し、532億８千

２百万円となりました。 

負債の部は、未払法人税等の減少等により７億４百万円減少し、85億４百万円となりました。 

純資産は、利益剰余金の増加等により４億９千７百万円増加し、447億７千７百万円となりました。 

   

３．連結業績予想に関する定性的情報 

当第２四半期累計期間の連結業績は、当初予想を上回る実績となりましたが、下期については、日米欧主要国で

景気に急ブレーキがかかり、自動車メーカー各社の減産が見込まれること及び為替変動の影響を受け、当社グルー

プの売上高は期首予想を下回る見込みであります。 

   また、未だ原材料価格高騰の影響も残り、期首予想から減益見込みとなったため、平成20年５月13日に開示いた

しました通期の業績予想を下方修正いたします。 

通期の連結業績の予想に関しては、売上高465億円、営業利益27億円、経常利益35億円、当期純利益22億円を見込

んでおります。 

なお、配当につきましては、従来予想通り第２四半期末12円50銭、期末12円50銭の年合計25円を予定しておりま

す。 

（連結 通期） 

  

（個別 通期） 

  

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
一株当り 

当期純利益 

前回発表予想（Ａ） 百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

(平成20年5月13日発表） 47,500 3,550 4,350 2,600 205 39

今回修正予想（Ｂ） 46,500 2,700 3,500 2,200 173 80

増減額（Ｂ－Ａ） △ 1,000 △ 850 △ 850 △ 400 △ 31 59

増減率（％） △ 2.1 △ 23.9 △ 19.5 △ 15.4 △ 15.4

前期実績(平成20年3月期） 48,820 4,074 4,877 3,281 259 26

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
一株当り 

当期純利益 

前回発表予想（Ａ） 百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

(平成20年5月13日発表） 37,000 1,580 2,110 1,000 76 68

今回修正予想（Ｂ） 36,000 1,000 1,500 750 57 51

増減額（Ｂ－Ａ） △ 1,000 △ 580 △ 610 △ 250 △ 19 17

増減率（％） △ 2.7 △ 36.7 △ 28.9 △ 25.0 △ 25.0

前期実績(平成20年3月期） 37,043 1,765 2,168 1,318 101 10
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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）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 

１．一般債権の貸倒見積高の算定方法 

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ため、前連結会計年

度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

  

２．固定資産の減価償却費の算定方法 

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．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は、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と認められるので、前連結会計年度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 

１．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．たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として先入先出法に基づく原価法によって 

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、主として先入先出法に基づく原価法（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利益及び経常利益は７百万円それぞれ増加し、税金等調

整前四半期純利益は326百万円減少しております。 

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

  

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、連結決算上必要な修正を行っております。 

これによる、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に与える

影響は軽微であります。 
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４．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日以降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。 

これによる、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に与える

影響はありません。 

  

② ①以外の変更 

１．有形固定資産の耐用年数の変更 

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 

の耐用年数を一部変更しております。 

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29百万円減少しております。 

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 
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１【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 7,223 6,573

受取手形及び売掛金 11,789 12,207

有価証券 386 484

商品及び製品 2,497 2,810

仕掛品 1,268 1,362

原材料及び貯蔵品 1,069 1,087

その他 1,830 1,534

貸倒引当金 △88 △94

流動資産合計 25,977 25,965

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,627 4,789

機械装置及び運搬具（純額） 4,667 4,636

工具、器具及び備品（純額） 2,298 2,634

土地 4,728 4,751

リース資産 79 －

建設仮勘定 164 164

有形固定資産合計 16,566 16,977

無形固定資産 1,481 1,768

投資その他の資産   

投資有価証券 8,696 8,413

その他 559 400

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 9,256 8,813

固定資産合計 27,304 27,558

資産合計 53,282 53,524
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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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,497 2,479

短期借入金 310 319

未払法人税等 568 962

賞与引当金 669 656

引当金 14 33

その他 2,337 2,680

流動負債合計 6,397 7,130

固定負債   

引当金 76 64

負ののれん 167 189

その他 1,863 1,859

固定負債合計 2,107 2,113

負債合計 8,504 9,244

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,960 2,960

資本剰余金 2,696 2,696

利益剰余金 38,676 37,435

自己株式 △322 △321

株主資本合計 44,010 42,771

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 401 478

為替換算調整勘定 △71 582

評価・換算差額等合計 329 1,060

少数株主持分 437 448

純資産合計 44,777 44,279

負債純資産合計 53,282 53,524
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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 24,152

売上原価 18,749

売上総利益 5,403

販売費及び一般管理費 3,421

営業利益 1,981

営業外収益  

受取利息 39

受取配当金 20

持分法による投資利益 455

その他 53

営業外収益合計 569

営業外費用  

支払利息 9

デリバティブ評価損 19

固定資産廃棄損 64

その他 20

営業外費用合計 113

経常利益 2,436

特別損失  

たな卸資産評価損 334

投資有価証券売却損 9

特別損失合計 344

税金等調整前四半期純利益 2,092

法人税等 685

法人税等還付税額 △64

少数株主利益 18

四半期純利益 1,452
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【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 12,059

売上原価 9,309

売上総利益 2,750

販売費及び一般管理費 1,754

営業利益 995

営業外収益  

受取利息 19

受取配当金 0

持分法による投資利益 261

その他 78

営業外収益合計 359

営業外費用  

支払利息 4

固定資産廃棄損 34

為替差損 25

その他 10

営業外費用合計 75

経常利益 1,279

特別損失  

投資有価証券売却損 9

特別損失合計 9

税金等調整前四半期純利益 1,269

法人税等 338

法人税等還付税額 △64

少数株主利益 1

四半期純利益 994
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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 2,092

減価償却費 1,767

負ののれん償却額 △24

持分法による投資損益（△は益） △455

デリバティブ評価損益（△は益） 19

退職給付引当金の増減額（△は減少） 13

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 0

賞与引当金の増減額（△は減少） 12

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △18

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0

受取利息及び受取配当金 △59

支払利息 9

投資有価証券売却損益（△は益） 9

固定資産廃棄損 64

売上債権の増減額（△は増加） 201

たな卸資産の増減額（△は増加） 289

仕入債務の増減額（△は減少） 189

その他 △329

小計 3,780

利息及び配当金の受取額 104

利息の支払額 △9

法人税等の支払額 △939

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,935

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入 100

有価証券の売却による収入 100

有形固定資産の取得による支出 △1,814

有形固定資産の売却による収入 9

無形固定資産の取得による支出 △33

投資有価証券の取得による支出 △101

投資有価証券の売却による収入 45

その他 △29

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,723
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（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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 59

短期借入金の返済による支出 △66

少数株主からの払込みによる収入 31

配当金の支払額 △228

少数株主への配当金の支払額 △25

その他 △30

財務活動によるキャッシュ・フロー △258

現金及び現金同等物に係る換算差額 △202

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 750

現金及び現金同等物の期首残高 6,659

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,410
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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） 

    当連結グループにおける主要製品は、精密ばね、工業用ファスナー、小型ユニット部品の自動車関連製品で

あり、当該セグメント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合計額に

占める割合がいずれも90％超であるため、記載を省略しております。 

   

〔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） 

 （注）１．国または地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

北米 …米国 

その他…英国・韓国・タイ国等 

      ３．会計処理の方法の変更 

     （棚卸資産の評価に関する会計基準）  

       「定性的情報・財務諸表等」４．(３)．①．２に記載のとおり、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)を適用しております。 この変更に伴

い、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益は「日本」で７百万円増加し

ております。  

     （有形固定資産の耐用年数の変更）   

       「定性的情報・財務諸表等」４．(３)．②．１に記載のとおり、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一部変更しております。この変

更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益は「日本」で29百万円

減少しております。  

  
日本 

（百万円） 
北米

（百万円） 
その他
（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  18,061  2,783  3,308  24,152  －  24,152

(2)セグメント間の内部売上高  1,451  18  94  1,564 (1,564)  －

計  19,512  2,801  3,402  25,716 (1,564)  24,152

営業利益（又は営業損失）  1,555  △25  399  1,929  52  1,981
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〔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） 

 （注）１．国または地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

北米 …米国、カナダ、メキシコ 

欧州 …英国、スペイン、ドイツ等 

その他…韓国、タイ国、中国等 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

    

  北米 欧州 その他 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  2,796  1,426  1,982  6,204

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  24,152

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 11.6  5.9  8.2  25.7

（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。 
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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（百万円）
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高       23,196  100.0

Ⅱ 売上原価       17,996  77.6

売上総利益       5,199  22.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費       3,416  14.7

営業利益       1,783  7.7

Ⅳ 営業外収益                

１．受取利息  46           

２．受取配当金  17           

３．持分法による投資利益  386           

４．その他  80  530  2.3

Ⅴ 営業外費用                

１．支払利息  1           

２．固定資産廃却損  36           

３．賃貸原価  6           

４．その他  20  65  0.3

経常利益       2,248  9.7

  税金等調整前中間純利益       2,248  9.7

法人税、住民税及び事業税  600           

法人税等調整額  61  661  2.9

少数株主利益       70  0.3

中間純利益       1,516  6.5
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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（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  2,248

 減価償却費  1,673

 負ののれん償却額 △24

 持分法による投資利益 △386

 退職給付引当金の増加額  27

 役員退職慰労引当金の増加額  0

 賞与引当金の増加額  3

 役員賞与引当金の減少額 △12

 貸倒引当金の減少額 △4

 受取利息及び受取配当金 △63

 支払利息  1

 固定資産廃却損  36

 売上債権の増加額 △750

 たな卸資産の増加額 △455

 仕入債務の減少額 △183

 その他  215

小計  2,324

 利息及び配当金の受取額  107

 利息の支払額 △1

 法人税等の支払額 △651

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,780
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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（百万円）

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

 定期預金の払戻による収入  222

 有価証券の売却による収入  102

 有形固定資産の取得による支出 △1,958

 有形固定資産の売却による収入  65

 無形固定資産の取得による支出 △2

 投資有価証券の売却による収入  0

 その他  26

   投資活動によるキャッシュ・フロー △1,543

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

 短期借入による収入  78

 株式の発行による収入  20

 配当金の支払額 △162

 少数株主への配当金の支払額 △23

 その他 △39

財務活動によるキャッシュ・フロー △128

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  87

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  197

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  4,467

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高  4,664
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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） 

     当連結グループにおける主要製品は、精密ばね、工業用ファスナー、小型ユニット部品の自動車関連製品であ

    り、当該セグメント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合計額に占め

    る割合がいずれも90％超であるため、記載を省略しております。 

  

〔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） 

 （注）１．国または地域は、地理的近接度により区分しております。 

     ２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

        北米 …米国 

        その他…英国・韓国・タイ国等 

   

  

  
日本 

（百万円） 
北米

（百万円） 
その他
（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  16,694  3,350  3,151  23,196  －  23,196

(2）セグメント間の内部売上

高 
 1,526  14  74  1,615 (1,615)  －

計  18,221  3,364  3,225  24,812 (1,615)  23,196

営業費用  16,639  3,389  2,982  23,011 (1,597)  21,413

営業利益（又は営業損失）  1,582  △24  243  1,800 (17)  1,783

〔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） 

 （注）１．国または地域は、地理的近接度により区分しております。 

     ２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

       北米 …米国、カナダ、メキシコ 

       欧州 …英国、スペイン、スロバキア等 

       その他…韓国、タイ国、中国等 

    ３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

  

  北米 欧州 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  3,351  1,400  1,896  6,648

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － －  23,196

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 14.4  6.0  8.2  28.7

６．その他の情報  

  該当事項はありません。 

  

  

-6-


	㈱パイオラックス（5988）平成21年３月期　第２四半期決算短信: ㈱パイオラックス（5988）平成21年３月期　第２四半期決算短信
	- 1 -: - 1 -
	- 2 -: - 2 -
	- 3 -: - 3 -
	- 4 -: - 4 -
	- 5 -: - 5 -
	- 6 -: - 6 -
	- 7 -: - 7 -
	- 8 -: - 8 -
	- 9 -: - 9 -
	- 10 -: - 10 -
	- 11 -: - 11 -
	- 12 -: - 12 -
	- 13 -: - 13 -
	- 14 -: - 14 -
	- 15 -: - 15 -
	- 16 -: - 16 -


