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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 115,105 ― 424 ― 1,207 ― △1,524 ―

20年3月期第2四半期 112,100 5.3 783 △52.8 1,405 △35.5 15 △97.6

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 △33.69 ―

20年3月期第2四半期 0.34 0.31

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 190,584 65,497 29.7 1,253.31
20年3月期 191,026 67,328 30.9 1,303.46

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  56,649百万円 20年3月期  59,020百万円

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 ― ― ― 6.00 6.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 8.00 8.00

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  

※通期業績予想につきましては、現在精査中であり、精査終了後速やかに発表いたします。  

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 240,400 6.6 5,100 32.8 5,300 36.0 2,000 207.7 44.17

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）  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。  

(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．本資料に掲載されている業績予想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
は様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表による会計基準」（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 2 社 （社名
ミツバ・シカル・インディア・リミテッド、ミツバ・ド・
ブラジル・リミターダ

） 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  45,581,809株 20年3月期  45,581,809株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  381,736株 20年3月期  301,658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  45,264,639株 20年3月期第2四半期  45,299,264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環境は、米国金融市場の混乱が世界経済に波及し、実体経済の減速が懸念される

状況になってまいりました。国内経済におきましても、輸出の減少や資源価格の高止まりによるコストの上昇などに

より企業収益の悪化が懸念され、また設備投資は減少傾向を見せ、消費マインドも減退気味となるなど国内景気が後

退局面に入ったことが明らかとなってきております。

  自動車産業におきましては、原油価格の高騰の影響で車離れが進み、主力の米国市場での落ち込みが顕在化され縮

小傾向となりました。BRIC'Sをはじめとする新興国・資源国を牽引力として、グローバルでの市場は拡大を続けてお

りますが、伸び率は鈍化しており全体として厳しい状況となりました。

  このような状況のなか、当社グループの連結売上高は1,151億５百万円（前期比2.7%増加）、連結営業利益は４億24

百万円（前期比45.8%減少）、連結経常利益は12億７百万円（前期比14.1%減少）、子会社清算損・投資有価証券評価

損等の特別損失及び少数株主利益控除により四半期損失（累計）は15億24百万円（前年同期は15百万円の連結当期純

利益）となりました。

（事業の種類別セグメントの業績）

　輸送用機器関連事業は、アジアを中心に販売が順調であり、また２社を新規連結としたこと等により、売上高は

1,112億97百万円（前期比2.8%増加）となりました。利益につきましては、原材料高騰による費用増加等で厳しい状況

が続いており、営業利益は２億42百万円（前期比59.0%減少）となりました。

  情報処理関連事業の売上高は42億21百万円（前期比5.0％減少）、営業利益は39百万円（前期比1.6％減少）となり

ました。

  その他事業は、売上高は35億85百万円（前期比0.3％減少）、営業利益は93百万円（前期比1.2％減少）となりまし

た。　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（所在地別セグメントの業績）　　

　日本の売上高は、前年同期に比べ12億62百万円増加の802億44百万円（前期比1.6%増加）、営業損失は15億51百万円

（前期は7億5百万円の営業損失）となりました。　

  米州は新規連結子会社１社（ミツバ・ド・ブラジル・リミターダ）を加えましたが、北米での販売減少の影響によ

り、売上高は前年同期に比べ、42億11百万円減少の266億７百万円（前期比13.7%減少）、営業損失は10億56百万円(前

期は５億22百万円の営業損失)となりました。尚新規連結による売上高は16億円、営業利益は２億25百万円それぞれ増

加しました。

  欧州は、前年同期に比べ２億93百万円増加の76億30百万円（前期比4.0％増加）、営業利益は４億89百万円（前期比

46.1%増加）となりました。サンルーフモータを中心とした品質問題が収まり、安定的な収益を計上しております。

  アジアは二輪、四輪共に売上増となっているのに加え子会社１社（ミツバ・シカル・インディア・リミテッド）を

連結対象にしたことで、売上高は前年同期に比べ50億３百万円増加の306億５百万円（前期比19.5%増加）、営業利益

25億53百万円（前期比49.7%増加）となりました。尚新規連結による売上高は26億43百万円増加し、営業利益は若干増

加しました。

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第２四半期末における資産の残高は1,905億84百万円（前連結会計年度末は1,910億26百万円）となり、４億42百

万円減少しました。流動資産は931億55百万円となり28億57百万円増加し、固定資産は974億29百万円となり32億99百

万円減少しました。

 流動資産では、受取手形及び売掛金が15億24百万円減少しましたが、現金及び預金が５億20百万円増加、たな卸資産

が15億35百万円増加したことが主な増加の要因です。固定資産では、有形固定資産が新規連結の影響により17億37百

万円増加しましたが、投資有価証券が43億74百万円減少したことが主な減少の要因です。

　当第２四半期末における負債の残高は1,250億87百万円（前連結会計年度は1,236億97百万円）となり、13億89百万

円増加しました。流動負債は828億82百万円となり21億64百万円減少し、固定負債は422億５百万円となり35億53百万

円増加しました。

 流動負債では、短期借入金が21億11百万円増加しましたが、１年内償還予定の社債が35億50百万円、支払手形及び買

掛金が12億78百万円減少したことが主な減少の要因です。固定負債では、長期借入金が30億70百万円増加したことが

主な増加の要因です。

　当第２四半期末における純資産の残高は654億97百万円（前連結会計年度末673億28百万円）となり、18億31百万円

減少しました。これは為替換算調整勘定の減少が主な要因です。
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３．連結業績予想に関する定性的情報

　米国サブプライムローン問題に端を発する世界的な金融危機が実体経済に波及し、自動車販売の先行きにも大きな

影響を及ぼしており、極めて予想の困難な状況となっております。

　このような状況のもと、当社では現在、通期業績予想の精査を行っておりますが、下期の動向が判断しにくい状況

にあるため、通期の業績予想につきましては、今後の当社を取り巻く動向を見極め、精査終了後速やかに発表いたし

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）

　第１四半期連結会計期間より重要性を増してきたミツバ・シカル・インディア・リミテッド及びミツバ・ド・

ブラジル・リミターダの２社を新たに連結対象会社に加えました。

（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関しては、実地棚卸を省略し前会計年度に係る実地棚卸高を

基礎として合理的な方法により算定しております。

②固定資産の減価償却の算定方法

　減価償却の方法として定率法を採用している固定資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間

按分して算定しております。

③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と認められる場合に、前連結会計年度末において使用した将来の業績予想やタックス・プ

ランニングを利用する方法により算定しております。

（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　平成19年３月14日）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　平成19年３月14日）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、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）を適用し、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利益及び経常利益が45百万円、

税金等調整前四半期純利益が164百万円減少しております。

③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」（企業会計審議会第一部会 平成５年６月17日 最終改正平成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」（日本公認会計士協会 会計

制度委員会 平成６年１月18日 最終改正平成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会計処理に変更しております。

  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、残存価格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

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。　

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」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。尚、これに伴う当第２四半期連結累計期間の損益へ

与える影響はありません。

 

（追加情報）

 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、当社及び国内連結子会社の機械装置の耐用年数を12

年から９年に変更しております。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339百万円減少しております。
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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：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 14,762 14,241

受取手形及び売掛金 41,423 42,947

有価証券 1,598 319

商品 858 804

製品 6,809 6,816

半製品 1,764 1,799

原材料 10,944 10,445

仕掛品 2,776 1,782

その他のたな卸資産 723 693

繰延税金資産 3,074 3,184

その他 8,470 7,340

貸倒引当金 △51 △77

流動資産合計 93,155 90,297

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 54,922 54,192

減価償却累計額 △35,102 △34,464

建物及び構築物（純額） 19,820 19,727

機械装置及び運搬具 102,513 98,904

減価償却累計額 △75,670 △73,344

機械装置及び運搬具（純額） 26,843 25,560

工具、器具及び備品 50,223 48,848

減価償却累計額 △44,200 △42,922

工具、器具及び備品（純額） 6,022 5,926

土地 5,944 5,564

建設仮勘定 4,312 4,427

有形固定資産合計 62,943 61,205

無形固定資産 2,801 2,997

投資その他の資産   

投資有価証券 19,170 23,544

長期貸付金 575 574

繰延税金資産 327 490

長期前払費用 9,717 9,800

その他 1,990 2,213

貸倒引当金 △98 △98

投資その他の資産合計 31,683 36,525

固定資産合計 97,429 100,728

資産合計 190,584 191,026
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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   

支払手形及び買掛金 19,394 20,672

短期借入金 36,080 33,968

1年内償還予定の社債 130 3,680

未払金及び未払費用 19,901 20,703

未払法人税等 751 609

賞与引当金 2,836 2,731

その他の引当金 1,638 1,688

その他 2,149 991

流動負債合計 82,882 85,046

固定負債   

社債 500 520

新株予約権付社債 7,000 7,000

長期借入金 28,334 25,264

繰延税金負債 4,248 4,094

引当金 1,284 1,386

負ののれん 251 376

その他 586 8

固定負債合計 42,205 38,651

負債合計 125,087 123,697

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,885 9,885

資本剰余金 15,718 15,718

利益剰余金 30,267 30,960

自己株式 △316 △266

株主資本合計 55,555 56,298

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,483 2,673

繰延ヘッジ損益 △76 －

為替換算調整勘定 △1,312 49

評価・換算差額等合計 1,094 2,722

少数株主持分 8,847 8,308

純資産合計 65,497 67,328

負債純資産合計 190,584 191,026
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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 115,105

売上原価 102,780

売上総利益 12,325

販売費及び一般管理費 11,900

営業利益 424

営業外収益  

受取利息 109

受取配当金 259

有価証券売却益 9

負ののれん償却額 120

持分法による投資利益 425

為替差益 232

その他 544

営業外収益合計 1,699

営業外費用  

支払利息 570

その他 346

営業外費用合計 916

経常利益 1,207

特別利益  

固定資産売却益 48

製品保証引当金戻入額 78

その他 20

特別利益合計 148

特別損失  

固定資産除却損 64

たな卸資産評価損 118

投資有価証券評価損 143

子会社清算損 203

その他 43

特別損失合計 573

税金等調整前四半期純利益 782

法人税、住民税及び事業税 1,362

法人税等調整額 434

法人税等合計 1,796

少数株主利益 510

四半期純損失（△） △1,524
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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 782

減価償却費 7,065

貸倒引当金の増減額（△は減少） △26

受取利息及び受取配当金 △438

支払利息 570

持分法による投資損益（△は益） △425

有形固定資産売却損益（△は益） △6

売上債権の増減額（△は増加） 1,071

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,535

仕入債務の増減額（△は減少） △1,403

その他 3,616

小計 9,270

利息及び配当金の受取額 228

利息の支払額 △643

法人税等の支払額 △1,429

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,426

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の売却による収入 13

有形固定資産の取得による支出 △6,727

有形固定資産の売却による収入 193

投資有価証券の取得による支出 △2,171

投資有価証券の売却による収入 593

貸付けによる支出 △409

貸付金の回収による収入 711

その他 490

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,307

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） 2,277

長期借入れによる収入 4,609

長期借入金の返済による支出 △1,441

社債の償還による支出 △3,569

配当金の支払額 △271

少数株主への配当金の支払額 △217

その他 △238

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,148

現金及び現金同等物に係る換算差額 △221

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,046

現金及び現金同等物の期首残高 12,834

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 608

現金及び現金同等物の四半期末残高 14,488
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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２四半期累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

 
輸送用機器
関連事業
（百万円）

情報処理
関連事業
（百万円）

その他事業
（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 111,296 3,577 231 115,105 － 115,105

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高
1 644 3,353 3,998 (3,998) －

計 111,297 4,221 3,585 119,104 (3,998) 115,105

営業利益（又は営業損失） 242 39 93 376 47　 424

　（注）１．事業区分の方法

　当社の事業区分の方法は、内部管理上採用している区分によっております。

２．各事業の主な製品

(1)輸送用機器関連事業……ワイパモータ、スタータモータ、ファンモータ

(2)情報処理関連事業……システムインテグレーションサービス、情報処理サービス、ソフトウエア開発

(3)その他事業……運輸・倉庫業、業務代行

 

〔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）

 
日本

（百万円）
米州

（百万円）
アジア

（百万円）
ヨーロッパ
（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 61,800 26,363 19,522 7,418 115,105 － 115,105

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高
18,444 243 11,082 211 29,981 (29,981) －

計 80,244 26,607 30,605 7,630 145,087 (29,981) 115,105

営業利益（又は営業損失） (1,551) (1,056) 2,553 489 434 (10) 424

　（注）１．国又は地域の区分は、市場及び販売活動等の類似性の相違によって区分しております。

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

米州……………米国、メキシコ、ブラジル

アジア…………フィリピン、ベトナム、中国、インドネシア、インド

 ヨーロッパ……イタリア、イギリス、フランス、ハンガリー

 

〔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）

 米州 アジア ヨーロッパ その他 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 26,437 23,350 6,924 13 56,725

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － － － 115,105

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 23.0 20.3 6.0 0.0 49.3

　（注）１．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。

米州……………米国、メキシコ、ブラジル等

アジア…………インドネシア、タイ、台湾、中国、フィリピン、ベトナム、インド等
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ヨーロッパ……イタリア、フランス、イギリス、オーストリー等

その他…………オーストラリア等

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。
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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  112,100 100.0

Ⅱ　売上原価  98,793 88.1

売上総利益  13,306 11.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費  12,523 11.2

営業利益  783 0.7

Ⅳ　営業外収益    

    受取利息 96   

　　受取配当金 362   

　　負ののれん償却額 120   

　　持分法による投資利益 480   

　　その他 485 1,545 1.4

Ⅴ　営業外費用    

    支払利息 546   

　　その他 376 923 0.8

経常利益  1,405 1.3

Ⅵ　特別利益    

    前期損益修正益 104   

　　固定資産売却益 86   

　　貸倒引当金戻入益 0 191 0.2

Ⅶ　特別損失    

　　前期損益修正損 44   

　　固定資産除却損 89   

　　投資有価証券評価損 186   

　　その他 33 353 0.4

税金等調整前中間純利益  1,243 1.1

法人税、住民税及び事業税 936   

過年度法人税等 △88   

法人税等調整額 △18 829 0.7

少数株主利益  398 0.4

中間純利益  15 0.0

10



（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 1,243

減価償却費　 6,241

貸倒引当金の増減額(△は減少） △3

受取利息及び受取配当金 △459

支払利息 546

持分法による投資利益（△は益） △480

有形固定資産売却損益（△は益） △81

売上債権の増減額（△は増加）　 △2,545

たな卸資産の増減額（△は増加）　 △224

仕入債務の増減額（△は減少）　 △7,522

その他　 2,614

小計 △671

利息及び配当金の受取額 1,209

利息の支払額　 △534

法人税等の支払額　 △878

営業活動によるキャッシュ・フロー △875

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却による収入　 5

有形固定資産の取得による支出　 △7,818

有形固定資産の売却による収入　 265

投資有価証券の取得による支出　 △773

投資有価証券の売却による収入　 74

貸付けによる支出　 △342

貸付金の回収による収入　 718

その他　 △453

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,324

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（△は減少） 4,388

長期借入れによる収入　 6,548

長期借入金の返済による支出　 △4,353

配当金の支払額　 △362

少数株主への配当金の支払額 △104

その他　 △397

財務活動によるキャッシュ・フロー 5,718

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 206

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（△は減
少）

△3,274

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 13,978

Ⅶ　新規連結に伴う現金及び現金同等物の
増加額

1,430

Ⅷ　現金及び現金同等物の中間期末残高 12,134
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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）

 
輸送用機器
関連事業
（百万円）

情報処理
関連事業
（百万円）

その他事業
（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 108,267 3,663 170 112,100 － 112,100

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高
0 782 3,427 4,210 (4,210) －

計 108,267 4,445 3,597 116,311 (4,210) 112,100

営業利益（又は営業損失） 591 40 94 727 55　 783

 

〔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）

 
日本

（百万円）
北米

（百万円）
アジア

（百万円）
ヨーロッパ
（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 61,256 30,593 13,135 7,114 112,100 － 112,100

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高
17,726 224 12,465 222 30,639 (30,639) －

計 78,982 30,818 25,601 7,337 142,739 (30,639) 112,100

営業利益（又は営業損失） (705) (522) 1,705 335 812 (28) 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）

 北米 アジア ヨーロッパ その他 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 33,074 17,160 6,809 23 57,067

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － － － 112,100

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
29.5 15.3 6.1 0.0 50.9
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