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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 42,768 ― 1,784 ― 1,754 ― 514 ―
20年3月期第2四半期 43,561 7.5 2,389 9.7 2,312 5.6 950 79.0

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 16.82 ―
20年3月期第2四半期 30.53 ―

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 64,871 36,411 56.0 1,186.70
20年3月期 66,103 36,671 55.4 1,195.69

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  36,328百万円 20年3月期  36,604百万円

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 ― 16.00 ― 17.00 33.00
21年3月期 ― 16.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 17.00 33.00

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 85,000 △3.2 4,300 △20.4 4,200 △11.6 1,600 △22.4 52.27

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（２）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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他（３）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．上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因により、これらの予想数値と異な
る場合があります。 
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 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  32,001,169株 20年3月期  32,001,169株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  1,388,300株 20年3月期  1,387,727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  30,613,130株 20年3月期第2四半期  31,114,301株



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2四半期累計期間における世界経済は、米国に端を発する金融市場の混乱が世界に波及したことや、原油・原材

料価格の高騰などにより、景気の減速感が一層強まり実体経済への影響が現実のものとなってまいりました。

　このような状況の下で、当社は国内において引き続きメディカル、食品加工、製造、運送など、様々な分野で自動

認識技術を活かした効率化、安全確保、トレーサビリティー需要に対する積極的な提案を行い、その需要を確実に取

り込むことが出来ました。厳しい経済環境下ではありましたが、前年同期間比では733百万円の増収となりました。海

外においては、米州、欧州、アジア・オセアニア地域各国で需要停滞の影響を受ける結果となり、為替の影響額904百

万円を含め、前年同期比で1,527百万円の減収となりました。

　利益面につきましては、国内において主に昨年度下半期以降、サプライ原紙の値上がりの影響を受けたことで、よ

り一層のコストダウンと価格転嫁に取り組んでおります。また販管費及び一般管理費についても全社的な有効執行に

努めた結果、経常利益、当期純利益は僅かではありますが、増益を維持しております。課題であった欧州につきまし

ても営業、生産、管理に亘り、国内事業のオペレーション方法を注入し、抜本的梃入れをしているところであります

が、体質改善の一環として会計上の健全化を図るため、一部子会社の引当金計上の見直しや、繰延税金資産の取崩し

を行っております。また、新製品リリース前の在庫適正化に注力ししましたが、この過程におきまして電子プリンタ

の生産量が一時的に低下しており、生産子会社及び海外事業統括会社が赤字を計上いたしました。

　以上の結果、当第2四半期累計期間の連結売上高は、42,768百万円（前年同期比98.2％）、連結営業利益1,784百万

円（同74.7％）、連結経常利益1,754百万円（同75.8％）、連結四半期純利益514百万円（同54.2％）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。

　セグメント別の状況は以下のとおりであります。

[製品群別]

 a.メカトロ製品事業

売上高17,525百万円(前年同期比96.1%)、営業利益723百万円(前年同期比54.5%)となりました。

b.サプライ製品事業

売上高25,242百万円(前年同期比99.7%)、営業利益1,061百万円(前年同期比99.8%)となりました。

[所在地別]

a.日本

売上高30,394百万円(前年同期比102.5%)、営業利益2,074百万円(前年同期比93.6%)となりました。

b.北米地域

売上高4,283百万円(前年同期比84.8%)、営業利益259百万円(前年同期比98.5%)となりました。

c.欧州地域

売上高5,052百万円(前年同期比92.9%)、営業損失174百万円(前年同期は営業損失365百万円)となりました。

d.アジア・オセアニア地域

売上高3,037百万円(前年同期比89.0%)、営業損失168百万円(前年同期は営業利益309百万円)となりました。

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、64,871百万円となり、前連結会計年度末比1,231百万円の減少と

なりました。その主な要因は、製品の減少等によるものです。

　なお、純資産は36,411百万円、自己資本比率は56.0%となり、前連結会計年度末とほぼ同水準を維持しております。

（キャッシュ・フローの状況）

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（以下「資金」という。）は、12,119百万円となり、

前連結会計年度末と比較して1,084百万円の増加となりました。

（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3,648百万円となりました。

　主なプラス要因は、税金等調整前四半期純利益1,700百万円を計上したこと、及び減価償却費1,246百万円の計上

による収入要因のほか、未払金の増加額1,012百万円、たな卸資産の減少額1,226百万円等であり、マイナス要因は、

仕入債務の減少額1,302百万円、法人税等の支払額831百万円等であります。

（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1,092百万円となりました。

　主な要因は、有形固定資産の取得による支出970百万円等によるものであります。
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（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1,450百万円となりました。

　主な要因は、配当金の支払額519百万円、短期借入金の減少1,424百万円等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

　世界金融市場の混乱は、今後も暫くの間、設備投資の収縮など実体経済に大きな影響を与えることが見込まれてお

り、特に海外市場においては各国経済がどの程度の影響を受けるのか、予測が極めて難しい状況となっております。

　このような状況下ではありますが、各市場において、当社が提供する「正確・省力・省資源」への需要は根強くあ

るものと捉え、当社グループは総力を挙げてそのニーズを取り込んでまいります。第3四半期以降、鋭意開発に取組ん

でまいりました新製品を順次投入し、市場別・用途別に需要を喚起していく計画であり、その投入効果は下期後半か

ら売上高へ寄与するものと予想しております。国内においては、主に前年下期より原材料高の影響を受けてまいりま

したが、コストダウンと価格転嫁により継続対応中で、その効果は売上総利益率の向上として現れております。　　

　また、売上総利益率の高いサービス保守契約の拡大や機器設置料等、サービスの対価としての提案営業の努力を重

ね、更なる利益向上を目指しているところであります。加えて、全社キャンペーンを実施して経費の有効的・効率的

な執行を促しその効果は着実に現れております。

　未だ赤字に留まっている海外子会社につきましても、営業、生産、管理の各側面からグループの総力を挙げて黒字

化を目指した強化に取り組んでまいります。

　現時点で、2015年までの中長期事業計画に変更はなく、今後共この計画を達成するための諸施策を着実に実行する

ことにより、企業価値の増大に努めてまいります。

　平成21年3月期の連結業績予想は、第2四半期累計期間に生じた業績予想の差異に加え、足下の市場環境を踏まえ、

当初計画よりも保守的に見積もったこと等により、平成20年8月14日に公表した業績予想数値を以下のとおり修正いた

します。なお、前提となる10月以降の下期為替レートは1米ドル100円、1ユーロ125円としております。（通期期中平

均為替レート：1米ドル103円、1ユーロ144円）

　

平成21年３月期通期の連結業績予想の修正（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

 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

前回発表予想（Ａ）　
百万円

90,000

百万円

5,700

百万円

5,400

百万円

2,600

円　銭

84.93

今回修正予想（Ｂ） 85,000 4,300 4,200 1,600 52.27

増減額（Ｂ-Ａ）　 △5,000 △1,400 △1,200 △1,000 ―

増減率（％）　 △5.6 △24.6 △22.2 △38.5 ―

（ご参考）前期実績

（平成20年３月期）　
87,790 5,404 4,750 2,062 66.70

※上記連結業績予想の修正は、平成20年11月13日付「業績予想の修正に関するお知らせ」として開示しております。

 

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）

　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

①　棚卸資産の評価方法

棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿

価切下げを行う方法によっております。

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の減価償却費については、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　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、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、前連結会計年度末決算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

を使用しております。
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（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）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．重要な資産の評価基準及び評価方法

　　　　　たな卸資産

通常の販売目的で保有する棚卸資産については、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）が適用されたことに伴い、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。

　なお、これに伴う損益へ与える影響は軽微であります。

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。

　なお、これに伴う損益へ与える影響は軽微であります。
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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 11,980 10,926

受取手形及び売掛金 19,825 20,334

有価証券 139 108

商品 130 169

製品 7,262 8,377

半製品 457 442

原材料 1,816 2,036

仕掛品 132 99

その他 2,000 2,059

貸倒引当金 △204 △226

流動資産合計 43,540 44,329

固定資産   

有形固定資産 16,027 15,846

無形固定資産   

のれん 770 997

その他 1,898 2,118

無形固定資産合計 2,668 3,115

投資その他の資産 2,634 2,811

固定資産合計 21,330 21,773

資産合計 64,871 66,103

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,515 5,845

短期借入金 5,165 6,558

未払金 11,346 10,394

未払法人税等 1,084 734

引当金 201 430

その他 3,259 3,059

流動負債合計 25,572 27,023

固定負債   

長期借入金 502 8

退職給付引当金 1,700 1,811

その他 684 589

固定負債合計 2,887 2,408

負債合計 28,460 29,431



（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 6,331 6,331

資本剰余金 5,799 5,799

利益剰余金 27,494 27,481

自己株式 △2,953 △2,953

株主資本合計 36,670 36,658

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 11 5

為替換算調整勘定 △353 △59

評価・換算差額等合計 △341 △53

新株予約権 76 58

少数株主持分 6 8

純資産合計 36,411 36,671

負債純資産合計 64,871 66,103



（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 42,768

売上原価 24,737

売上総利益 18,030

販売費及び一般管理費 16,246

営業利益 1,784

営業外収益  

受取利息 37

受取配当金 3

スワップ評価益 25

その他 94

営業外収益合計 160

営業外費用  

支払利息 78

為替差損 18

その他 93

営業外費用合計 191

経常利益 1,754

特別利益  

固定資産売却益 3

その他 1

特別利益合計 4

特別損失  

事業再編損 20

前期損益修正損 26

固定資産除却損 6

固定資産売却損 2

減損損失 2

特別損失合計 58

税金等調整前四半期純利益 1,700

法人税、住民税及び事業税 1,211

法人税等調整額 △27

法人税等合計 1,184

少数株主利益 1

四半期純利益 514



（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 1,700

減価償却費 1,246

のれん償却額 120

固定資産売却損益（△は益） △0

固定資産除却損 6

引当金の増減額（△は減少） 9

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6

退職給付引当金の増減額（△は減少） △69

受取利息及び受取配当金 △41

支払利息 78

為替差損益（△は益） 15

売上債権の増減額（△は増加） 319

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,226

仕入債務の増減額（△は減少） △1,302

未払金の増減額（△は減少） 1,012

その他 187

小計 4,517

利息及び配当金の受取額 41

利息の支払額 △78

法人税等の支払額 △831

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,648

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 △970

有形固定資産の売却による収入 33

無形固定資産の取得による支出 △144

その他 △10

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,092

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） △1,424

長期借入れによる収入 500

長期借入金の返済による支出 △5

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △519

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,450

現金及び現金同等物に係る換算差額 △21

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,084

現金及び現金同等物の期首残高 11,035

現金及び現金同等物の四半期末残高 12,119



　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）

メカトロ製品
事業(百万円)

サプライ製品
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 17,525 25,242 42,768 (－) 42,768

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － (－) －

計 17,525 25,242 42,768 (－) 42,768

営業利益 723 1,061 1,784 (－) 1,784

（注）１．事業区分は製品の種類によりメカトロ製品事業とサプライ製品事業に区分しており、主な製品は以下の

とおりであります。

　①　メカトロ製品事業………電子プリンタ、ラベリングロボット、ハンドラベラー、保守サービス

　②　サプライ製品事業………電子プリンタ用ラベル・タグ、ハンドラベラー用ラベル、ICタグ・ラベル、

　　　　　　　　　　　　　　シール、チケット、リボン、MCカード

〔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）

北米
（百万円）

欧州
（百万円）

アジア
オセアニア
（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
30,394 4,283 5,052 3,037 42,768 － 42,768

(2)セグメント間の内部売

上高
915 20 155 3,850 4,940 (4,940) －

計 31,309 4,303 5,207 6,887 47,709 (4,940) 42,768

営業利益又は

営業損失（△）
2,074 259 △174 △168 1,991 (206) 1,784

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

(1)北米………米国

(2)欧州………ドイツ、イギリス、ポーランド、ベルギー、フランス、スペイン、スウェーデン

(3)アジア・オセアニア……マレーシア、シンガポール、タイ、中国、ベトナム、オーストラリア、

　　　　　　　　　　　　 ニュージーランド

－ 1 －



〔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）

北米 欧州 アジア他 計

Ⅰ．海外売上高（百万円） 4,283 5,052 3,037 12,374

Ⅱ．連結売上高（百万円） － － － 42,768

Ⅲ．海外売上高の連結売上高に占める割合（％） 10.0 11.8 7.1 28.9

　（注）１．国又は地域は、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。

(1）北米…………米国、カナダ

(2）欧州…………ドイツ、イギリス、フランス、イタリア他

(3）アジア他……マレーシア、シンガポール、タイ、中国、オーストラリア他

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

　著しい変動がないため記載しておりません。

「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）（要約）中間連結損益計算書

科目

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）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 43,561

Ⅱ　売上原価 24,545

売上総利益 19,016

Ⅲ　販売費及び一般管理費 16,626

営業利益 2,389

Ⅳ　営業外収益 137

Ⅴ　営業外費用 214

経常利益 2,312

Ⅵ　特別利益 25

Ⅶ　特別損失 330

税金等調整前中間純利益 2,007

税金費用 1,056

少数株主利益 1

中間純利益 950

－ 2 －



（２）（要約）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　 2,007

減価償却費　 1,261

のれん償却額　 122

固定資産除却損　 26

事業再編損失 289

貸倒引当金の増減額（減
少：△）　

37

賞与引当金の増減額（減
少：△）　

62

役員賞与引当金の増減額
（減少：△）　

△50

退職給付引当金の増減額
（減少：△）　

137

受取利息及び受取配当金　 △34

支払利息　 88

為替差損益（差益：△）　 △27

有形固定資産売却益 △16

売上債権の増減額（増加：
△）　

△773

たな卸資産の増減額（増
加：△）　

△949

前払費用の増減額（増加：
△）

△1

未収入金の増減額（増加：
△）　

△207

仕入債務の増減額（減少：
△）　

171

未払金の増減額（減少：
△）　

177

その他　 221

小計 2,542

利息及び配当金の受取額　 34

利息の支払額　 △88

事業再編損失に係る支払額 △289

法人税等の支払額　 △1,324

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

874

－ 3 －



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

 

定期預金の預入による支出 △119

有形固定資産の取得による
支出　

△687

有形固定資産の売却による
収入　

79

無形固定資産の取得による
支出　

△387

有価証券の売却等による収
入

4

その他　 △1

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△1,112

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 

短期借入金増減額（減少：
△）　

809

長期借入金の返済による支
出

△5

自己株式の取得による支出
　

△1

配当金の支払額　 △528

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

274

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

11

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加
額（又は減少額）

47

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

10,344

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間
期末残高

10,392

－ 4 －



（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）

メカトロ製品
事業(百万円)

サプライ製品
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 18,245 25,316 43,561 (－) 43,561

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － (－) －

計 18,245 25,316 43,561 (－) 43,561

営業利益 1,326 1,063 2,389 (－) 2,389

（注）１．事業区分は製品の種類によりメカトロ製品事業とサプライ製品事業に区分しており、主な製品は以下の

とおりであります。

　①　メカトロ製品事業………電子プリンタ、ハンドラベラー

　②　サプライ製品事業………電子プリンタ用ラベル・タグ、ハンドラベラー用ラベル、ICタグ・ラベル、

　　　　　　　　　　　　　　シール、チケット、リボン、MCカード

〔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）

欧州
（百万円）

アジア
オセアニア
（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
29,660 5,051 5,437 3,411 43,561 － 43,561

(2)セグメント間の内部売

上高
1,696 46 150 4,708 6,602 (6,602) －

計 31,356 5,098 5,588 8,120 50,164 (6,602) 43,561

営業利益又は

営業損失（△）
2,216 263 △365 309 2,424 △34 2,389

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

(1)北米………米国

(2)欧州………ドイツ、イギリス、ポーランド、ベルギー、フランス、スペイン、スウェーデン

(3)アジア・オセアニア……マレーシア、シンガポール、タイ、中国、ベトナム、オーストラリア、

　　　　　　　　　　　　 ニュージーランド

〔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 欧州 アジア他 計

Ⅰ．海外売上高（百万円） 5,051 5,437 3,411 13,901

Ⅱ．連結売上高（百万円） － － － 43,561

Ⅲ．海外売上高の連結売上高に占める割合（％） 11.6 12.5 7.8 31.9

　（注）１．国又は地域は、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。

(1）北米…………米国、カナダ

(2）欧州…………ドイツ、イギリス、フランス、イタリア他

(3）アジア他……マレーシア、シンガポール、タイ、中国、オーストラリア他

－ 5 －



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 －
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