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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 95,265 ― 6,907 ― 6,614 ― 3,640 ―

20年3月期第2四半期 83,093 4.1 3,293 80.6 3,092 175.2 1,587 75.5

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 91.99 79.67
20年3月期第2四半期 40.27 35.93

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 136,994 61,465 39.9 1,377.77
20年3月期 133,583 59,703 39.4 1,330.79

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  54,594百万円 20年3月期  52,568百万円

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 ― 6.25 ― 8.75 15.00
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  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 194,000 0.0 9,600 △16.3 9,000 △15.4 4,500 △21.6 113.56

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 
 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。なお、上記予想に関する事項は、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。 
 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。  

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  40,550,000株 20年3月期  40,550,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  924,624株 20年3月期  1,048,504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  39,571,683株 20年3月期第2四半期  39,426,693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 

 

(1) 業績全般 

当社グループの当第２四半期連結累計期間の連結業績は、円高に起因する為替換算の影響はあ

るものの、過年度から相次いだ国内外の生産各拠点で立ち上げた新車効果により売上高は952億円

（前年同期比121億円増、14.6％増）となりました。損益につきましては、日本における法人税法

改正に伴う減価償却費負担増はあるものの、ＵＰＳ（ユニプレス生産システム）活動を柱とした

合理化効果及び国内の工場再配置の実行により、営業利益は69億円（同36億円増、109.7％増）、

経常利益は66億円（同35億円増、113.9％増）、四半期純利益は36億円（同20億円増、129.3％

増）となりました。 

 

(2) セグメント別業績 

所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。 

①日本 

当社グループの売上高は550億円（前年同期比99億円増、22.2％増）となり、営業利益は税制改

正に伴う減価償却費負担増があったものの、増収影響と合理化効果により23億円（同12億円増、

116.9％増）となりました。 

②北米地域 

当社グループの売上高は減産により160億円（同34億円減、17.5％減）となり、営業利益は９億

円（同１億円減、9.6％減）となりました。 

③欧州地域 

英国における売上高は138億円（同29億円増、26.6％増）となり、営業利益は18億円（同15億円

増、552.5％増）となりました。 

④アジア地域 

中国における売上高は102億円（同26億円増、35.1％増）となり、営業利益は13億円（同３億円
増、31.8％増）となりました。 
 

なお、連結経営成績に関する定性的情報における前年同期比増減率は、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) 連結財政状態 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、第１四半期連結会計期間から適用される新会

計基準の影響によりたな卸資産や固定資産が減少したものの、海外子会社において増収影響に加

え、モデルチェンジに伴う型治工具の販売があったことにより売掛債権が増加したため、前連結

会計年度に比べ34億円増の総資産は1,369億円となりました。 

純資産につきましては、新会計基準の影響はあったものの、四半期純利益36億円の計上により

前連結会計年度に比べ17億円増の614億円となりました。 

 

(2) キャッシュ・フローの状況 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益を60億円計上したこと等に

より、86億円の収入となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産を55億円取得した結果、62億円の支出と

なりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、６億円の支出となりました。 

その結果、当第２四半期連結会計期間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16億円増加し35億円となりました。 
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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業績は好調に推移しましたが、通期の業績予想につきましては、

今後の経済情勢が一層不透明感を増しているため、平成20年５月15日発表値を変更しておりませ

ん。 

 

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財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用の計算 

当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する方法を採用しております。 

 

(3) 四半期財務諸表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 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 

「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）を第１四半期連結会計期間から適用し、連結

決算上必要な修正を行っております。 

これにより、当第２四半期連結累計期間の利益剰余金に与える影響は、927百万円の減少、少

数株主持分に与える影響は618百万円の減少であります。 

この結果、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各利益に与える

影響は軽微であります。 

 

③ 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

「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）を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法

（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。 

この結果、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及び経

常利益に与える影響は軽微でありますが、税金等調整前四半期純利益は333百万円減少しており

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。 

 

(追加情報) 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、機械装

置の耐用年数の変更を行っております。 

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313百万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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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 3,600  1,941

  受取手形及び売掛金 21,358  17,286

  製品 7,709  4,845

  原材料 2,726  3,535

  仕掛品 7,484  9,298

  貯蔵品 1,264  1,192

  その他 8,375  8,557

  貸倒引当金 △3  △4

  流動資産合計 52,517  46,651

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物（純額） 18,889  20,666

   機械装置及び運搬具（純額） 36,166  37,883

   工具、器具及び備品（純額） 6,902  6,623

   土地 7,812  7,896

   建設仮勘定 3,962  4,191

   有形固定資産合計 73,734  77,261

  無形固定資産 1,108  540

  投資その他の資産  

   投資有価証券 4,277  4,477

   その他 5,390  4,684

   貸倒引当金 △32  △32

   投資その他の資産合計 9,635  9,129

  固定資産合計 84,477  86,932

 資産合計 136,994  133,583



 ユニプレス㈱（5949）平成21年３月期 第２四半期決算短信 

― 5 ― 

  (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 23,232  21,145

  短期借入金 14,014  12,567

  未払法人税等 1,485  930

  賞与引当金 2,141  2,162

  その他の引当金 41  82

  その他 13,073  13,795

  流動負債合計 53,989  50,683

 固定負債  

  社債 40  60

  新株予約権付社債 7,000  7,000

  長期借入金 7,557  9,267

  退職給付引当金 4,066  3,892

  その他の引当金 278  194

  その他 2,597  2,782

  固定負債合計 21,539  23,196

 負債合計 75,529  73,879

純資産の部  

 株主資本  

  資本金 5,609  5,609

  資本剰余金 6,254  6,242

  利益剰余金 42,687  40,320

  自己株式 △628  △713

  株主資本合計 53,923  51,459

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 241  356

  為替換算調整勘定 429  752

  評価・換算差額等合計 671  1,108

 新株予約権 415  303

 少数株主持分 6,455  6,832

 純資産合計 61,465  59,703

負債純資産合計 136,994  133,583
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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  95,265

売上原価  80,620

売上総利益  14,644

販売費及び一般管理費  7,736

営業利益  6,907

営業外収益  

 受取利息  19

 受取配当金  35

 為替差益  16

 持分法による投資利益  59

 その他  129

 営業外収益合計  260

営業外費用  

 支払利息  391

 その他  161

 営業外費用合計  553

経常利益  6,614

特別利益  

 前期損益修正益  39

 固定資産売却益  18

 その他  14

 特別利益合計  72

特別損失  

 たな卸資産評価損  277

 固定資産処分損  261

 その他  96

 特別損失合計  635

税金等調整前四半期純利益  6,051

法人税、住民税及び事業税  1,603

法人税等調整額  450

法人税等合計  2,053

少数株主利益  358

四半期純利益  3,640
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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  51,053

売上原価  43,050

売上総利益  8,003

販売費及び一般管理費  3,966

営業利益  4,037

営業外収益  

 受取利息  13

 受取配当金  0

 為替差益  460

 持分法による投資利益  35

 その他  84

 営業外収益合計  595

営業外費用  

 支払利息  195

 その他  80

 営業外費用合計  275

経常利益  4,356

特別利益  

 固定資産売却益  4

 その他  2

 特別利益合計  6

特別損失  

 固定資産処分損  235

 その他  29

 特別損失合計  264

税金等調整前四半期純利益  4,098

法人税、住民税及び事業税  904

法人税等調整額  316

法人税等合計  1,220

少数株主利益  191

四半期純利益  2,685
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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 6,051

 減価償却費 5,995

 賞与引当金の増減額（△は減少） △22

 受取利息及び受取配当金 △55

 支払利息 391

 持分法による投資損益（△は益） △59

 固定資産処分損益（△は益） 243

 売上債権の増減額（△は増加） △3,991

 たな卸資産の増減額（△は増加） △444

 仕入債務の増減額（△は減少） 2,282

 未払金の増減額（△は減少） △248

 その他 1

 小計 10,146

 利息及び配当金の受取額 79

 利息の支払額 △391

 法人税等の支払額 △1,215

 営業活動によるキャッシュ・フロー 8,618

投資活動によるキャッシュ・フロー 

 短期貸付金の増減額（△は増加） △166

 有形固定資産の取得による支出 △5,566

 有形固定資産の売却による収入 280

 無形固定資産の取得による支出 △732

 その他 △106

 投資活動によるキャッシュ・フロー △6,292

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） 2,916

 社債の償還による支出 △20

 長期借入れによる収入 722

 長期借入金の返済による支出 △3,713

 ファイナンス・リース債務の返済による支出 △204

 自己株式の純増減額（△は増加） 96

 配当金の支払額 △345

 少数株主への配当金の支払額 △129

 財務活動によるキャッシュ・フロー △677

現金及び現金同等物に係る換算差額 △46

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,602

現金及び現金同等物の期首残高 1,941

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,543
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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) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

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２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

自動車用部品製造業の占める割合が、全セグメントの売上高、営業利益のいずれも90％を超えるの
で、記載を省略しております。 

 

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） 

自動車用部品製造業の占める割合が、全セグメントの売上高、営業利益のいずれも90％を超えるの
で、記載を省略しております。 

 

〔所在地別セグメント情報〕 

当第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

 

 
日本 

(百万円) 

北米 

(百万円)

欧州 

(百万円)

アジア 

(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 

28,446  8,837 7,379 6,389 51,053  －  51,053 

(2)セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

1,981  2 － 42 2,026  △2,026  － 

計 30,428  8,839 7,379 6,432 53,080  △2,026  51,053 

営業利益 1,141  524 1,210 853 3,730  307  4,037 

 

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) 

北米 

(百万円)

欧州 

(百万円)

アジア 

(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 

55,063  16,041 13,897 10,262 95,265  －  95,265 

(2)セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

4,191  3 0 97 4,292  △4,292  － 

計 59,254  16,044 13,897 10,360 99,557  △4,292  95,265 

営業利益 2,374  969 1,875 1,394 6,614  293  6,907 
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(注) １．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．本邦以外の区分に属する主な国 

(1）北米 … アメリカ、メキシコ 

(2）欧州 … イギリス 

(3）アジア … 中国 

３．会計方針の変更 

(棚卸資産の評価に関する会計基準の適用) 

「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）

を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による

簿価切下げの方法）に変更しております。なお、この変更による営業利益への影響は軽微であります。 

(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の機械装置については、従来、耐用年数を10～12年としておりましたが、法人

税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より９年に変更しました。 

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

313百万円減少しております。 

 

〔海外売上高〕 

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） 

 

 北米 欧州 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 8,837 7,382 6,388  22,608 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － －  51,053 

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合（％） 

17.3 14.5 12.5  44.3 

 

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） 

 

 北米 欧州 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 16,041 13,903 10,193  40,138 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － －  95,265 

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合（％） 

16.8 14.6 10.7  42.1 

(注) １．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．本邦以外の区分に属する主な国 

(1) 北米 … アメリカ、メキシコ 

(2) 欧州 … イギリス 

(3) アジア … 中国 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国における売上高です。 

 

(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」 

前中間連結会計期間に係る財務諸表 

(1)前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  83,093 100.0

Ⅱ 売上原価  72,956 87.8

売上総利益  10,137 12.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費  6,843 8.2

営業利益  3,293 4.0

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息 40   

２．受取配当金 34   

３．為替差益 320   

４．持分法投資利益 36   

５．インフレーション会計による貨幣購買力差益 43   

６．その他 310 785 0.9

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息 800   

２．その他 187 987 1.2

経常利益  3,092 3.7

Ⅵ 特別利益    

１．固定資産売却益 146   

２．貸倒引当金戻入益 0

３．その他 4 151 0.2

Ⅶ 特別損失    

１．固定資産処分損 548   

２．役員退職慰労引当金繰入額 382   

３．その他 53 984 1.2

税金等調整前中間純利益  2,259 2.7

法人税、住民税及び事業税 478   

法人税等調整額 68 546 0.7

少数株主利益  124 0.1

中間純利益  1,587 1.9
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(2)前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  

１．税金等調整前中間純利益 2,259 

２．減価償却費 5,855 

３. 株式報酬給与 91 

４．貸倒引当金の増加額 8 

５．退職給付引当金の減少額 △429 

６．役員退職慰労引当金の増加額 157 

７．賞与引当金の減少額 △153 

８．役員賞与引当金の減少額 △52 

９．受取利息 △40 

10．受取配当金 △34 

11．支払利息 800 

12．持分法投資利益 △36 

13．固定資産売却益 △146 

14．固定資産処分損 548 

15．売上債権の増加額 △382 

16．たな卸資産の増加額 △3,774 

17．仕入債務の減少額 △7,285 

18．未払金の増加額 819 

19．前受金の増加額 184 

20．未払消費税等の増加額 257 

21．その他 1,914 

小計 560 

22．利息及び配当金の受取額 101 

23．利息の支払額 △800 

24．法人税等の支払額 △1,370 

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,508 
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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  

１．短期貸付金等の増減額 △1 

２．有形固定資産の取得による支出 △2,898 

３．有形固定資産の売却による収入 358 

４．無形固定資産の取得による支出 △149 

５．投資有価証券の取得による支出 △0 

６．その他 48 

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,643 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

１．短期借入金の増加額 7,102 

２．社債の償還による支出 △20 

３．長期借入による収入 1,150 

４．長期借入金の返済による支出 △2,928 

５．ファイナンス・リース債務の収入による純収支額 △177 

６．自己株式の取得・売却による純収支額 12 

７．配当金の支払額 △246 

８．少数株主への配当金の支払額 △133 

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,758 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △10 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  595 

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 2,290 

Ⅶ 現金及び現金同等物中間期末残高 2,885 
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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） 

自動車用部品製造業の占める割合が、全セグメントの売上高及び営業利益の金額のいずれも90％を

超えるので、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） 

(単位:百万円) 

 日本 北米 欧州 アジア 計 
消去又 

は全社 
連結 

売上高        

(1)外部顧客に対する 

売上高 
45,077 19,442 10,973 7,599 83,093 － 83,093

(2)セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
7,324 0 0 164 7,490 △7,490 －

計 52,402 19,443 10,974 7,764 90,584 △7,490 83,093

営業費用 51,307 18,371 10,687 6,706 87,072 △7,271 79,800

営業利益 1,095 1,071 287 1,057 3,512 △219 3,293

(注) １．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．本邦以外の区分に属する主な国 

(1）北米 … アメリカ、メキシコ 

(2）欧州 … イギリス 

(3）アジア … 中国 

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。 

 

〔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） 

(単位:百万円) 

 北米 欧州 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高 19,440 10,981 7,713  38,135 

Ⅱ 連結売上高 － － －  83,093 

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合（％） 

23.4 13.2 9.3  45.9 

(注) １．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．本邦以外の区分に属する主な国 

(1) 北米 … アメリカ、メキシコ 

(2) 欧州 … イギリス 

(3) アジア … 中国 

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す。 

 

 


