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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 15,626 ― 186 ― 402 ― △800 ―

20年3月期第2四半期 15,173 △3.6 31 ― 276 289.2 215 90.6

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 △6.00 ―

20年3月期第2四半期 1.59 ―

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 39,896 31,984 80.2 239.99
20年3月期 41,410 33,516 80.9 251.32

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  31,984百万円 20年3月期  33,516百万円

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  
 

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 ― 2.00 2.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 0.00 0.00

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 30,200 △4.1 370 519.7 630 203.2 △700 ― △5.25

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  無  

(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 
 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。 
 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。実際の実績等は、業績の変化等によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。 

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  142,178,939株 20年3月期  142,178,939株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  8,907,851株 20年3月期  8,817,064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  133,324,852株 20年3月期第2四半期  136,011,542株
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当第2四半期連結累計期間の経営環境を概観いたしますと、米国発の金融不安拡大から経済全般が減速
気味に推移いたしました。欧米主要市場のみならず、新興国市場へも需要減退が波及し世界的な景気後退
が懸念されます。我が国経済においても、企業業績の悪化が顕在化しつつあり、消費者心理も弱まり、今
後の景気に対する不透明感が高まってきております。  
このような状況の中、クロック事業におきましては、国内市場は概して横這いの状況が続いております
が、当社グループは商品ラインナップの改善や販売効率化に積極的に取り組み業績の改善を図ってまいり
ました。海外市場では、特に、米国経済の減速の影響等で苦戦を強いられました。また、電子事業におき
ましては、価格競争が激化するなど厳しさを増しております。  
以上のことから、当社グループの当第2四半期連結累計期間の売上高は156億26百万円となり、前年同期
151億73百万円に対し3.0%の増収となりました。営業損益はクロック事業の収益改善などにより1億86百万
円の利益となり、前年同期31百万円の利益に対し487.0%の増益となりました。経常損益は営業外損益に受
取配当金1億9百万円、賃貸及び信託による収益1億24百万円などを計上したことにより4億2百万円の利益
となり、前年同期2億76百万円の利益に対し45.6%の増益となりました。四半期純損益は、音楽著作権損害
賠償損失10億66百万円を特別損失に計上したことなどにより、8億円の損失となり、前年同期2億15百万円
の利益に対し10億15百万円の減益となりました。  
  
  
各事業のセグメント別業績の概況は、次のとおりです。 
  

（1）クロック事業 
国内市場につきましては、新商品販売が堅調に推移した事とともに企業向け売上の増加、商品ラインナ

ップの改善効果などにより販売数量、金額とも前年を上回りました。しかしながら、海外市場では、米国
での売上が大きく落ち込み、クロック事業全体の減収要因となりました。  
損益の面では、原材料価格高騰などのコスト増要因に対し、継続的な販売効率化策の実施や為替効果など
により大幅に改善いたしました。  
以上のことから、当第2四半期連結累計期間のクロック事業の売上高は62億28百万円となり、前年同期63
億81百万円に対し2.4%の減収となりました。営業損益は2億88百万円の利益となり、前年同期30百万円の
損失に対し3億18百万円の増益となりました。  
  
  

（2）電子部品（機器類含む）及び産業用機械類事業 
電子事業につきましては、顧客企業に対し積極的に新商品の企画提案を実施し、業績の拡大に努めてお

ります。  
金型・部品分野では、携帯電話やデジタルカメラなどのデジタル関連製品の部品需要が引き続き堅調に推
移する中、顧客企業への積極的な提案活動を実施することにより売上を伸ばすことができました。情報機
器分野では、顧客企業の設備投資に対する慎重な姿勢が続き、市場も伸び悩んでいる状況の中ではありま
すが、積極的な新機種販売などにより売上は前年を上回ることができました。また、映像機器分野では売
上を伸ばすことができましたが、IC組立分野では前年を下回りました。  
損益の面では、積極的に合理化推進に取り組んでいるところではありますが、市場競争の激化などの影響
を吸収しきれず減益となりました。  
以上のことから、当第2四半期連結累計期間の電子事業の売上高は、78億93百万円となり、前年同期71億
74百万円に対し10.0%の増収となりました。営業損益は4億75百万円の利益となり、前年同期7億16百万円
の利益に対し33.6%の減益となりました。  
  
  

（3）その他の事業 
宝飾品、ウォッチを含むクロック以外の商品販売及び介護事業を中心としたその他の事業につきまして

は、お客様のニーズに合った商品、サービスの提供に努めております。  
そのような中、宝飾品、ウォッチの売上は前年を下回った一方で、防災行政ラジオの売上が引きつづき堅
調に推移いたしました。防災行政ラジオは、市町村防災行政無線を自動受信することができる家庭用の商
品で、災害時において自治体からその地域の家庭へ向けた緊急情報の広報手段として当社は全国の市町村
に積極的な提案活動を実施しております。  
以上のことから、当第2四半期連結累計期間のその他の事業の売上高は15億4百万円となり、前年同期16億
17百万円に対し7.0%の減収となりました。営業損益は65百万円の利益となり、前年同期6百万円の損失に
対し72百万円の増益となりました。  
（文中における前年同期の金額及び前年同期との比較に関する情報は、参考として記載しております。） 
  

・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
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（資産） 
総資産は398億96百万円となり、前連結会計年度末414億10百万円に比べて15億13百万円減少しました。

流動資産は、前連結会計年度末に比べ2億19百万円増加しました。固定資産は、前連結会計年度末に比べ
17億33百万円減少しました。有形固定資産が95百万円減少し、投資その他の資産が16億37百万円減少しま
したが、投資有価証券の減少13億73百万円が主な要因です。 
  
（負債） 
負債合計は79億12百万円となり、前連結会計年度末78億94百万円に比べ18百万円増加しました。流動負

債は、前連結会計年度末に比べ4億65百万円増加しましたが、固定負債は、前連結会計年度末に比べ4億47
百万円減少しました。 
  
（純資産） 
純資産合計は319億84百万円となりました。前連結会計年度末に比べ、利益剰余金が10億67百万円減少

し、その他有価証券評価差額金は5億円減少しました。 
  

  

通期の業績につきましては、 近の業績動向を踏まえ、平成20年5月15日公表の通期の業績予想を変更
しております。 
 なお、予想に関する事項は、本日（平成20年11月14日）発表の「通期業績予想の修正及び期末配当予想
の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
  

  
  

１．「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日
企業会計基準適用指針第14号)を当第１四半期連結会計期間から適用しております。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」（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１四半期連結累計期間から適用し、評価基準については、主として先入先出法による低
価法から主として先入先出法による原価法（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、売上総利益、営業利益及び経常利益が160百万円それ
ぞれ減少し、税金等調整前四半期純損失が同額増加しております。 
 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。 

  
  

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報

4. その他
(1) 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
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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 3,544 3,143 

受取手形及び売掛金 7,433 7,980 

有価証券 4,100 4,099 

商品 697 673 

製品 2,920 2,892 

原材料 728 863 

仕掛品 1,669 1,760 

その他 2,814 2,269 

貸倒引当金 △77 △70 

流動資産合計 23,830 23,611 

固定資産 

有形固定資産 6,173 6,268 

無形固定資産 460 460 

投資その他の資産 

投資有価証券 7,237 8,611 

その他 2,316 2,586 

貸倒引当金 △121 △128 

投資その他の資産合計 9,432 11,069 

固定資産合計 16,065 17,799 

資産合計 39,896 41,410 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 4,019 4,070 

未払法人税等 244 300 

賞与引当金 193 158 

役員賞与引当金 6 12 

音楽著作権損害賠償損失引当金 518 － 

その他 1,557 1,533 

流動負債合計 6,540 6,074 

固定負債 

退職給付引当金 17 231 

役員退職慰労引当金 8 8 

その他 1,346 1,579 

固定負債合計 1,372 1,819 

負債合計 7,912 7,894 

（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) 

純資産の部 

株主資本 

資本金 12,372 12,372 

資本剰余金 17,837 17,837 

利益剰余金 2,655 3,722 

自己株式 △1,501 △1,489 

株主資本合計 31,364 32,443 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 772 1,273 

為替換算調整勘定 △152 △200 

評価・換算差額等合計 620 1,072 
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純資産合計 31,984 33,516 

負債純資産合計 39,896 41,410 
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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 15,626 

売上原価 12,182 

売上総利益 3,443 

販売費及び一般管理費 3,257 

営業利益 186 

営業外収益 

受取利息 46 

受取配当金 109 

受取賃貸料 106 

信託収入 99 

為替差益 10 

その他 37 

営業外収益合計 409 

営業外費用 

支払利息 3 

賃貸費用 41 

出向費用 47 

信託費用 39 

その他 61 

営業外費用合計 194 

経常利益 402 

特別利益 

固定資産売却益 169 

特別利益合計 169 

特別損失 

固定資産処分損 16 

投資有価証券評価損 1 

音楽著作権損害賠償損失 1,066 

その他 4 

特別損失合計 1,088 

税金等調整前四半期純損失（△） △517 

法人税、住民税及び事業税 173 

法人税等調整額 109 

法人税等合計 283 

四半期純損失（△） △800 
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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損失（△） △517 

減価償却費 556 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 31 

賞与引当金の増減額（△は減少） 35 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △6 

受取利息及び受取配当金 △156 

支払利息 3 

為替差損益（△は益） △37 

固定資産処分損益（△は益） 16 

固定資産売却損益（△は益） △169 

投資有価証券評価損益（△は益） 1 

音楽著作権損害賠償損失 1,066 

売上債権の増減額（△は増加） 584 

たな卸資産の増減額（△は増加） 219 

仕入債務の増減額（△は減少） △98 

その他 △597 

小計 931 

利息及び配当金の受取額 146 

音楽著作権損害賠償の支払額 △199 

利息の支払額 △3 

法人税等の支払額 △278 

営業活動によるキャッシュ・フロー 595 

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 △104 

定期預金の払戻による収入 52 

有形固定資産の取得による支出 △470 

有形固定資産の売却による収入 80 

無形固定資産の取得による支出 △79 

投資有価証券の売却等による収入 515 

その他 △0 

投資活動によるキャッシュ・フロー △5 

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 △0 

自己株式の取得による支出 △13 

自己株式の売却による収入 0 

配当金の支払額 △263 

財務活動によるキャッシュ・フロー △275 

現金及び現金同等物に係る換算差額 27 

（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) 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 342 

現金及び現金同等物の期首残高 7,042 

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,384 
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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。 

  

該当事項なし 

  

  

【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） 

 
(注) １ 事業区分の方法 

  当連結グループの事業区分の方法は、製品・商品の機能及び種類により区分しております。 

２ 各事業区分の主要な商品 

 
３ 会計方針の変更等 

（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．(1).2に記載のとおり、当第１四半期連結累計期間より「棚卸

資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）
を適用しております。この結果、従来によった場合に比べて、営業利益がクロック事業で112百万
円、電子部品（機器類含む）及び産業用機械類事業で40百万円、その他の事業で6百万円減少して
おります。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

クロック事業 
(百万円)

電子部品
(機器類含む)
及び産業用 
機械類事業 
(百万円)

その他の事業
(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

6,228 7,893 1,504 15,626 ― 15,626

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

17 5 683 706 (706) ―

計 6,246 7,898 2,187 16,332 (706) 15,626

営業利益 288 475 65 829 (642) 186

事業区分 主要商品

クロック事業 
 

置時計、掛時計、デジタル時計、目覚時計、自動車用時計、設備時計、タイ
マー、クロックムーブメント及び部分品

電子部品(機器類含む) 
及び産業用機械類事業

ＩＣ組立、自動車関連機器、映像関連機器、アミューズメント関連機器、金
型、産業用機械及び部分品

その他の事業 ウオッチ、宝飾品、物流サービス、訪問介護サービス
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【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 国又は地域の区分の方法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又は地域 

(1) アジア・・・・・・香港 

(2) その他・・・・・・アメリカ 

３ 会計方針の変更等 

（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．(1).2に記載のとおり、当第１四半期連結累計期間より「棚卸

資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）
を適用しております。この結果、従来によった場合に比べて、営業利益が日本で160百万円減少し
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） 

 海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

該当事項なし 

  

日本 
(百万円)

アジア
(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

14,221 1,235 169 15,626 ― 15,626

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

687 3,378 ― 4,065 (4,065) ―

計 14,909 4,613 169 19,691 (4,065) 15,626

営業利益(又は営業損失) 145 100 △82 163 23 186

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前中間連結損益計算書 

 
  

「参考資料」

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 15,173 100.0

Ⅱ 売上原価 11,683 77.0

   売上総利益 3,489 23.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,457 22.8

   営業利益 31 0.2

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 46

 ２ 受取配当金 80

 ３ 賃貸収入 94

 ４ 信託収入 98

 ５ その他の営業外収益 119 439 2.9

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 4

 ２ 出向費用 34

 ３ 賃貸費用 31

 ４ 信託費用 36

 ５ 為替差損 41

 ６ その他の営業外費用 46 195 1.3

   経常利益 276 1.8

Ⅵ 特別利益 

 １ 固定資産売却益 175

 ２ 投資有価証券売却益 3

 ３ 保険差益 333 511 3.4

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産処分損 38

 ２ 投資有価証券評価損 2

 ３ 退職給付費用 97

 ４ 貸倒引当金繰入額 100 239 1.6

   税金等調整前 
      中間純利益

548 3.6

   法人税、住民税 
   及び事業税

254

   過年度法人税等 
      戻入額

△15

   法人税等調整額 93 333 2.2

   中間純利益 215 1.4
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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
   税金等調整前中間純利益 548
   減価償却費 569
   貸倒引当金の増加（△は減少）額 115
   退職給付引当金の 
   増加（△は減少）額

70

   役員退職慰労引当金の減少額 △5
   賞与引当金の増加(△は減少)額 39
   受取利息及び受取配当金 △126
   支払利息 4
   為替差損益 23
   固定資産売却益 △175
   固定資産処分損 38
   投資有価証券評価損 2
   投資有価証券売却損益 △3
   保険差益 △333
   売上債権の減少額 750
   たな卸資産の減少（△は増加）額 80
   仕入債務の増加(△は減少)額 243
   未払消費税等の増加(△は減少)額 △3
   その他の資産の増加額 △111
   その他の負債の減少額 △23
    小計 1,705
   利息及び配当金の受取額 115
   利息の支払額 △4
   保険収入 820
   法人税等の支払額 △203
   営業活動によるキャッシュ・フロー 2,433
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 △1,061
   有形固定資産の売却による収入 185
   無形固定資産の取得による支出 △32
   投資有価証券の取得による支出 △51
   投資有価証券の売却等による収入 44
   貸付金の回収による収入 3
   その他 △0
   投資活動によるキャッシュ・フロー △913
Ⅲ 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 △0
   自己株式の取得による支出 △459
   自己株式の売却による収入 0
   配当金の支払額 △269
   財務活動によるキャッシュ・フロー △728
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △16
Ⅴ 現金及び現金同等物の 
  増加(△は減少)額

775

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 7,605
Ⅶ 現金及び現金同等物の 
  中間期末残高

8,380
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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） 

 
(注) １ 事業区分の方法 

  当連結グループの事業区分の方法は、製品・商品の機能及び種類により区分しております。 

２ 各事業区分の主要な商品 

 
３ 営業費用のうち「消去または全社」の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、当社の管理部門に係る

費用であります。（647百万円） 

  

【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 国又は地域の区分の方法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又は地域 

 (1) アジア……香港 

 (2) その他……アメリカ 

３ 営業費用のうち「消去または全社」の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、当社の管理部門に係る

費用であります。（647百万円） 

  

クロック事業 
(百万円)

電子部品
(機器類含む)
及び産業用 
機械類事業 
(百万円)

その他の事業
(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

6,381 7,174 1,617 15,173 ― 15,173

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

17 7 680 705 ( 705) ―

計 6,398 7,182 2,298 15,878 ( 705) 15,173

営業費用 6,428 6,465 2,304 15,199 (  57) 15,141

営業利益又は営業損失（△） △30 716 △6 679 ( 647) 31

事業区分 主要商品

クロック事業 
 

置時計、掛時計、デジタル時計、目覚時計、自動車用時計、設備時計、タイ
マー、クロックムーブメント及び部分品

電子部品(機器類含む) 
及び産業用機械類事業

ＩＣ組立、自動車関連機器、映像関連機器、アミューズメント関連機器、金
型、産業用機械及び部分品

その他の事業 ウオッチ、宝飾品、物流サービス、訪問介護サービス

日本 
(百万円)

アジア
(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

13,503 1,117 552 15,173 ― 15,173

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,015 3,289 ― 4,304 ( 4,304) ―

計 14,518 4,407 552 19,478 ( 4,304) 15,173

営業費用 14,536 4,308 558 19,403 ( 4,261) 15,141

営業利益又は営業損失（△） △18 98 △5 74 (   42) 31
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【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 国又は地域の区分の方法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又は地域 

 (1) 北 米……アメリカ 

 (2) その他……香港、東南アジア 

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。 

  

北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 552 1,117 1,670

Ⅱ 連結売上高（百万円） ― ― 15,173

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合（％）

3.6 7.4 11.0
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