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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 11,406 ― 1,682 ― 1,860 ― 1,158 ―

20年3月期第2四半期 11,213 11.9 1,699 37.6 1,807 31.5 1,056 17.2

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 49.13 ―

20年3月期第2四半期 44.86 ―

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 29,849 21,800 73.0 924.70
20年3月期 29,566 20,981 70.9 889.41

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  21,800百万円 20年3月期  20,969百万円

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  有  

   21年3月期期末配当金（予想）の内訳  普通配当金 8円50銭   記念配当金 3円00銭  

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 ― 8.50 ― 8.50 17.00
21年3月期 ― 8.50 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 11.50 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 22,700 0.3 2,950 △0.3 3,050 3.7 1,750 6.7 74.22

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予想につきましては、現時点で予想可能な情報にもとづき作成しています。したがいまして、予想に内在するさまざまな不確定要因や今
後の事業運営における状況変化等により、実際の業績は見通しとは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 無

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  23,661,000株 20年3月期  23,661,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  85,716株 20年3月期  83,932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  23,575,583株 20年3月期第2四半期  23,553,366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わが国経済は、米国におけるサブプライムローン問題を契機とした世界的な金融・

資本市場の混乱、為替変動、原油や原材料価格の上昇等により減速感が一層強まってまいりました。 

 当社グループの属する産業防災保安機器業界におきましても、企業収益の圧迫から設備投資に慎重姿勢をとるユ

ーザーも一部出ており受注高は伸び悩みましたが、前期末における半導体・液晶関連業界を中心とした受注残を順

調に消化することにより業績を確保することができました。 

 このような環境の下、当第２四半期連結累計期間の連結売上高は１１４億６百万円（前年同四半期連結累計期間

比１．７％増）、連結営業利益は１６億８千２百万円（前年同四半期連結累計期間比１．０％減）、連結経常利益

は１８億６千万円（前年同四半期連結累計期間比２．９％増）、連結四半期純利益は１１億５千８百万円（前年同

四半期連結累計期間比９．６％増）となりました。  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（１）財政状態の分析 

 当第２四半期連結会計期間末の資産につきましては、前連結会計年度末と比較して２億８千２百万円増加し、２

９８億４千９百万円（前連結会計年度末比１．０％増）となりました。流動資産につきましては、前連結会計年度

末と比較して３億１千３百万円減少し、１８８億３千４百万円となりました。これは、たな卸資産の圧縮が進展し

たことによるものであります。固定資産につきましては、前連結会計年度末と比較して５億９千６百万円増加し、

１１０億１千４百万円となりました。これは主に、工場用地を７億９千万円で取得したことによるものでありま

す。 

 当第２四半期連結会計期間末の負債につきましては、前連結会計年度末と比較して５億３千５百万円減少し、８

０億４千９百万円（前連結会計年度末比６．２％減）となりました。流動負債につきましては、前連結会計年度末

と比較して４億１千１百万円減少し、５９億２千万円となりました。これは主に、買掛金及び支払手形等の債務が

３億９千５百万円圧縮されたことによるものであります。固定負債につきましては、前連結会計年度末と比較して

１億２千３百万円減少し、２１億２千８百万円となりました。これは主に、長期借入金が１億９千５百万円減少し

たことによるものであります。 

 当第２四半期連結会計期間末の純資産につきましては、前連結会計年度末と比較して８億１千８百万円増加し、

２１８億円（前連結会計年度末比３．９％増）となりました。これは主に、当第２四半期連結累計期間の純利益１

１億５千８百万円の計上及び期末配当金２億１百万円の支払い等により利益剰余金が９億５千６百万円の増加とな

っ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および現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末と比

較して２億８千１百万円減少し、４３億７千万円となりました。 

 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) 

 営業活動の結果得られた資金は、１２億９千１百万円となりました。主なものは、税金等調整前四半期純利益１

８億３千５百万円の計上、法人税等の支払額６億２千６百万円であります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

 投資活動の結果使用した資金は、１０億５千２百万円となりました。これは主に、工場用地を７億９千万円で取

得したことによるものであります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

 財務活動の結果使用した資金は、４億４千９百万となりました。これは主に、長期借入金の返済２億４千７百万

円、期末配当金の支払２億１百万円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 

 平成20年５月14日に公表いたしました通期の業績予想に変更はありません。 
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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 

（簡便な会計処理） 

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  

 法人税等の納付額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法

によっております。 

 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ため、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を用いて算定しております。 

  

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

該当事項はありません。 

  

（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」（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棚卸資産の評価基準及び評価方法 

 「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、従来と同一の基準によった場合と比べ、損益に与える影響はありません。 

  

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  

 「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ております。 

 これに伴う営業利益、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。 
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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 4,796,084 4,602,201

受取手形及び売掛金 9,262,896 9,365,231

有価証券 50,446 150,566

商品及び製品 1,208,343 1,321,095

半製品 560,317 682,317

原材料 651,436 666,564

仕掛品 1,450,287 1,532,895

その他 857,257 830,318

貸倒引当金 △2,890 △3,676

流動資産合計 18,834,178 19,147,515

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,646,745 2,720,744

機械装置及び運搬具（純額） 306,729 350,546

土地 4,128,102 3,262,433

建設仮勘定 148,752 116,408

その他（純額） 295,794 269,566

有形固定資産合計 7,526,123 6,719,699

無形固定資産 130,905 53,087

投資その他の資産   

投資有価証券 2,268,464 2,605,313

その他 1,113,250 1,042,890

貸倒引当金 △23,850 △2,400

投資その他の資産合計 3,357,864 3,645,803

固定資産合計 11,014,893 10,418,590

資産合計 29,849,071 29,566,105
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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 2,522,990 2,918,604

短期借入金 984,600 1,037,120

未払法人税等 685,583 619,405

賞与引当金 466,548 435,002

製品保証引当金 117,804 169,490

受注損失引当金 22,417 106,355

その他 1,120,182 1,045,747

流動負債合計 5,920,126 6,331,725

固定負債   

社債 400,000 400,000

長期借入金 695,750 891,000

退職給付引当金 303,724 296,492

役員退職慰労引当金 317,816 493,902

負ののれん 70,083 419

その他 341,563 170,608

固定負債合計 2,128,937 2,252,423

負債合計 8,049,063 8,584,149

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,565,500 2,565,500

資本剰余金 2,826,243 2,826,237

利益剰余金 16,075,096 15,118,379

自己株式 △50,820 △49,699

株主資本合計 21,416,019 20,460,418

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 375,699 495,821

為替換算調整勘定 8,288 13,364

評価・換算差額等合計 383,988 509,186

少数株主持分 － 12,352

純資産合計 21,800,007 20,981,956

負債純資産合計 29,849,071 29,566,105
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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 11,406,516

売上原価 6,784,712

売上総利益 4,621,803

販売費及び一般管理費 2,939,642

営業利益 1,682,161

営業外収益  

受取利息 8,195

受取配当金 29,646

負ののれん償却額 7,973

為替差益 61,452

持分法による投資利益 10,161

雑収入 85,886

営業外収益合計 203,316

営業外費用  

支払利息 23,589

雑損失 1,309

営業外費用合計 24,898

経常利益 1,860,579

特別利益  

固定資産売却益 10,695

貸倒引当金戻入額 100

特別利益合計 10,795

特別損失  

固定資産売却損 1,258

固定資産除却損 6,723

ゴルフ会員権評価損 6,380

ゴルフ会員権貸倒引当金繰入額 21,450

特別損失合計 35,812

税金等調整前四半期純利益 1,835,561

法人税、住民税及び事業税 660,576

法人税等調整額 16,706

法人税等合計 677,282

四半期純利益 1,158,279
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

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 5,532,798

売上原価 3,122,449

売上総利益 2,410,349

販売費及び一般管理費 1,503,254

営業利益 907,095

営業外収益  

受取利息 4,705

受取配当金 3,778

負ののれん償却額 3,986

持分法による投資利益 12,337

雑収入 78,203

営業外収益合計 103,011

営業外費用  

支払利息 12,575

為替差損 30,749

雑損失 85

営業外費用合計 43,409

経常利益 966,696

特別利益  

固定資産売却益 2,090

特別利益合計 2,090

特別損失  

固定資産売却損 1,244

固定資産除却損 6,452

ゴルフ会員権評価損 6,380

ゴルフ会員権貸倒引当金繰入額 650

特別損失合計 14,726

税金等調整前四半期純利益 954,061

法人税、住民税及び事業税 236,920

法人税等調整額 128,607

法人税等合計 365,527

四半期純利益 588,533
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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利益 1,835,561

減価償却費 260,610

負ののれん償却額 △7,973

貸倒引当金の増減額（△は減少） 20,646

賞与引当金の増減額（△は減少） 26,295

製品保証引当金の増減額（△は減少） △51,685

退職給付引当金の増減額（△は減少） △46,826

受注損失引当金の増減額（△は減少） △83,937

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △277,152

受取利息及び受取配当金 △37,842

支払利息 23,589

為替差損益（△は益） 74,657

持分法による投資損益（△は益） △10,161

有形固定資産売却損益（△は益） △9,436

有形固定資産除却損 6,723

ゴルフ会員権評価損 6,380

売上債権の増減額（△は増加） 82,019

たな卸資産の増減額（△は増加） 344,116

仕入債務の増減額（△は減少） △329,143

未払消費税等の増減額（△は減少） 63,498

その他 11,457

小計 1,901,394

利息及び配当金の受取額 38,040

利息の支払額 △22,037

法人税等の支払額 △626,034

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,291,362

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 △42,738

有価証券の償還による収入 100,000

有形固定資産の取得による支出 △987,567

有形固定資産の売却による収入 22,920

無形固定資産の取得による支出 △86,735

無形固定資産の売却による収入 4,214

投資有価証券の取得による支出 △52,072

貸付金の回収による収入 90

子会社株式の取得による支出 △6,676

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△3,962

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,052,527

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △247,770

自己株式の純増減額（△は増加） △360

配当金の支払額 △201,648

財務活動によるキャッシュ・フロー △449,779

現金及び現金同等物に係る換算差額 △70,669

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △281,613

現金及び現金同等物の期首残高 4,652,546

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,370,933
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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２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日）及び当第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） 

 当連結グループは、各種産業用測定機器の製造、販売を主事業としている専門メーカーでありますが、１セ

グメントの売上高は、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〕 

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

   

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 海外売上高は、当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。 

２ 国または地域の区分の方法及び各区分に属する主な国または地域 

(1）国または地域の区分は、地理的近接度によっております。 

(2）各区分に属する主な国または地域 

① アジア…………韓国・中国・台湾・シンガポール 

② 北米……………アメリカ・カナダ 

③ 欧州……………ドイツ・ノルウェイ 

④ その他の地域…ブラジル・オーストラリア 

  

  

  アジア 北米 欧州 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  471,121  195,602  124,942  36,300  827,967

Ⅱ 連結売上高（千円）          5,532,798

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 8.5  3.5  2.3  0.7  15.0

  アジア 北米 欧州 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,000,607  472,811  306,499  80,675  1,860,593

Ⅱ 連結売上高（千円）          11,406,516

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 8.8  4.1  2.7  0.7  16.3

（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（千円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高        11,213,666  100.0

Ⅱ 売上原価        6,823,823  60.9

売上総利益        4,389,842  39.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費                  

 １. 手数料  279,675            

 ２. 広告宣伝費  41,267            

 ３. 給料諸手当  674,683            

 ４. 賞与引当金繰入額  167,964            

 ５. 退職給付費用  34,627            

 ６. 役員退職慰労引当金繰入額  35,641            

 ７. 研究開発費  457,301            

 ８. 減価償却費  45,285            

 ９. その他  953,790  2,690,237  23.9

営業利益        1,699,605  15.2

Ⅳ 営業外収益                  

 １. 受取利息  6,470            

 ２. 受取配当金  21,764            

 ３. 関係会社賃貸収入  13,286            

 ４. 為替差益  3,896            

 ５. 持分法による投資利益  66,909            

 ６．その他  20,258  132,585  1.2

Ⅴ 営業外費用                  

 １．支払利息  21,985            

 ２．その他  2,871  24,856  0.3

経常利益        1,807,334  16.1
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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 特別利益                  

 １．固定資産売却益  14            

 ２．貸倒引当金戻入額  228            

 ３．役員退職慰労引当金戻入額  125            

 ４．移転補償金  133  501  0.0

Ⅶ 特別損失                  

 １．固定資産売却損  2,539            

 ２. 固定資産除却損  2,621            

 ３. 固定資産減損損失  16,411            

 ４. ゴルフ会員権評価損  1,937            

 ５. ゴルフ会員権貸倒引当金繰入額  200  23,710  0.2

税金等調整前中間純利益        1,784,126  15.9

法人税、住民税及び事業税  671,430            

法人税等調整額  54,441  725,872  6.5

少数株主利益        1,706  0.0

中間純利益        1,056,547  9.4
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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 

（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  1,784,126

減価償却費  219,255

減損損失  16,411

のれん償却額  3,993

固定資産売却益  △14

固定資産売却損  2,539

固定資産除却損  2,621

ゴルフ会員権評価損  1,937

貸倒引当金の減少額（△）又は増加額  △4,731

賞与引当金の減少額（△）又は増加額  20,781

製品保証引当金の減少額（△）又は増加額  △8,713

製品販売損失引当金の減少額（△）又は増加額  15,579

退職給付引当金の減少額（△）又は増加額  △53,968

役員退職慰労引当金の減少額（△）又は増加額  △106,621

受取利息及び受取配当金  △28,234

支払利息  21,985

為替差益（△）又は差損  △10,238

持分法による投資利益  △66,909

売上債権の増加額（△）又は減少額  △322,819

たな卸資産の増加額（△）又は減少額  △428,380

仕入債務の減少額（△）又は増加額  118,756

未払消費税等の減少額（△）又は増加額  △47,234

その他  7,310

小計  1,137,432

利息及び配当金の受取額  29,104

利息の支払額  △21,968

法人税等の支払額  △693,061

営業活動によるキャッシュ・フロー  451,506
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前中間連結会計期 

（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   

有形固定資産の取得による支出  △317,265

有形固定資産の売却による収入  2,635

有価証券の取得による支出  △100,960

投資有価証券の取得による支出  △2,497

ゴルフ会員権の取得による支出  △10,153

預託保証金返金による収入  3,000

投資活動によるキャッシュ・フロー  △425,240

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  200,000

長期借入金の返済による支出  △447,770

自己株式の取得及び売却  △241

配当金の支払額  △200,419

財務活動によるキャッシュ・フロー  △448,431

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  14,856

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額又は減少額（△）  △407,308

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  5,215,563

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高  4,808,254
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（３）セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

前中間連結会計期間（平成19年４月１日～平成19年９月30日） 

 当連結グループは各種産業用測定機器の製造、販売を主事業としている専門メーカーで、１セグメント

の売上高は全セグメントの売上高合計の90％超であり、かつ、当該セグメントの営業利益が営業利益の生

じているセグメントの営業利益の合計額の90％超となっております。 

  また、当該セグメント以外に開示基準に該当するセグメントがありません。このため、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。 

  

ｂ．所在地別セグメント情報 

前中間連結会計期間（平成19年４月１日～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 

  

ｃ．海外売上高 

前中間連結会計期間（平成19年４月１日～平成19年９月30日） 

（注）１ 海外売上高は、当社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

   ２ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(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）各区分に属する主な国又は地域 

① アジア ………… 中国・台湾・韓国・シンガポール 

② 北米 …………… アメリカ・カナダ 

③ 欧州 …………… ドイツ・ノルウェイ 

④ その他の地域 … ブラジル・オーストラリア 

  アジア 北米 欧州 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,141,165  432,416  251,764  67,093  1,892,440

Ⅱ 連結売上高（千円）          11,213,666

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 10.2  3.9  2.2  0.6  16.9
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