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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 12,324 ― 468 ― 343 ― 165 ―
20年3月期第2四半期 13,192 14.4 870 △3.0 804 △7.8 442 2.8

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 16.26 ―
20年3月期第2四半期 54.24 ―

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 20,124 9,294 43.9 871.00
20年3月期 19,300 9,580 47.2 896.45

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  8,833百万円 20年3月期  9,100百万円

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 ― ― ― 20.00 20.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 20.00 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 24,172 △3.2 495 △64.3 453 △42.0 211 △29.8 20.79

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、その他の特記事項 
１．本資料に記載されている業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後さまざまな要因によって予想数
値と異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 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  10,152,000株 20年3月期  10,152,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  10,000株 20年3月期  ―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  10,150,333株 20年3月期第2四半期  8,152,000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（６か月）におけるわが国経済は、米国経済の減速による輸出への影響や原油高騰

をはじめとする物価上昇等により、企業収益の圧迫と個人消費の抑制が一層強まり、景気の先行き

不透明感が増幅いたしました。 

  当社グループの業績に影響を及ぼす半導体業界は、SEMI（Semiconductor Equipment and 

Materials International）が発表した半導体製造装置の年央のコンセンサス予測によると、2008

年の世界半導体製造装置市場は前年比 20％の縮小を見込むなど、依然として回復の兆しが見られ

ず厳しい状況で推移しております。 

  このような状況の中、当社の主力事業である水処理装置事業においては、台湾において受注した

のち延期となっていた液晶関連の大型装置が工事を再開するとともに、アメリカで受注した半導体

関連の第２期工事がスタートした一方、今期夏場以降に回復を見込んでいた半導体関連投資につい

ては、メモリー価格の下落の影響等により投資計画が延期するなど、投資時期が依然不透明な状況

にあります。 

  これらの結果、当第２四半期（６か月）の売上高は 123億２千４百万円、営業利益は４億６千８

百万円となりました。また、９月の米国金融不安に端を発した円高の影響により、為替差損が１億

５百万円発生したこと等により、経常利益は３億４千３百万円、四半期純利益は１億６千５百万円

となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べて８億２千４百万円増加し、201 億２千４百

万円となりました。これは主に、流動資産のうち現金及び預金が５億１千６百万円、仕掛品が１億

８千８百万円、未収還付法人税等が４億８千３百万円それぞれ減少した一方で、受取手形及び売掛

金が 19億１千２百万円増加したこと等によるものであります。 

 負債合計は、前連結会計年度末に比べて 11 億１千万円増加し、108 億３千万円となりました。こ

れは主に、支払手形及び買掛金が８億４千３百万円減少した一方で、短期借入金が 19 億２千１百万

円増加したこと等によるものであります。 

 また、純資産については、前連結会計年度末に比べて２億８千５百万円減少し、92 億９千４百万

円となりました。これは主に、為替変動に伴う為替換算調整勘定が１億９千７百万円、利益剰余金

が４千６百万円減少したこと等によるものであります。 

（連結キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比

べ５億１千６百万円減少し、33 億９千８百万円となりました。当第２四半期におけるキャッシュ・

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・フローの状況） 

 営業活動の結果使用した資金は、９億８千２百万円となりました。これは主に、売上債権が 19 億

６千万円増加し、仕入債務が７億９千７百万円減少した一方で、法人税等の還付金が４億８千１百

万円入金されたこと、税金等調整前四半期純利益が３億２千９百万円となったこと等によるもので
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あります。 

（投資活動によるキャッシュ・フローの状況） 

 投資活動の結果使用した資金は、８億５千７百万円となりました。これは主に、有形固定資産の

取得による支出４億４千７百万円、無形固定資産の取得による支出４億２千２百万円等によるもの

であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フローの状況） 

 財務活動の結果得られた資金は、14 億８千２百万円となりました。これは主に、短期借入金の増

加額 23億円、短期借入金の返済による支出３億円、長期借入金の返済による支出３億９百万円等に

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 

 半導体市場におけるメモリー価格の動向、原油及び資源価格の高騰等景気並びに設備投資に与え

る懸念材料が多く、先行きは厳しいことが予想された結果、平成 20 年９月 17 日及び平成 20 年 10

月 15 日に業績予想の修正を発表いたしました。第３四半期以降も設備投資動向の回復時期並びに為

替相場の動向が依然不透明であることから、現時点では平成 20 年９月 17 日に発表いたしました平

成 21 年３月期の連結業績予想に変更はありません。 

 

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） 

特定子会社の異動はありません。 

なお、第１四半期連結会計期間より、野村マイクロ・サイエンス(Singapore) Pte Ltd は、平

成 20 年７月上旬を目途に清算手続きを進めておりましたが、当該国の税務当局からの最終承認

後、清算結了となる予定であり、重要性がなくなったため連結の範囲から除外し、クラレアクア

株式会社は重要性が増したことにより持分法の適用範囲に含めております。 

  

(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 

  １．一般債権の貸倒見積高の算定方法 

      当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変

化がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定し

ております。 

 ２．製品保証見積高の算定方法 

   当第２四半期連結会計期間末の実績支出割合等が前連結会計年度末に算定したものと著しい

変化がないと認められるため、前連結会計年度末の実績支出割合等を使用して製品保証見積高

を算定しております。 

  ３．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、実地たな卸を省略し、前連結会

計年度末の実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

  ４．税金費用の計算 

  税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に
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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

率を乗じて計算しております。 

  なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

 

(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．会計処理基準に関する事項の変更 

①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「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、当社は移動平均法による原価法を、在外連結

子会社は先入先出法による低価法から、移動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。この変更に伴う損益に与える

影響はありません。 

   ③「連結財務諸表における在外子会社の会計処理に関する当面の取り扱い」（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。 

なお、この変更に伴う損益に与える影響はありません。 

④リース取引に関する会計基準の適用 

「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第 13 号（平成５年６月 17 日（企業会計審議

会第一部会）、平成 19 年３月 30 日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第 16 号（平成６年１月 18 日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平

成 19 年３月 30 日改正））が平成 20年４月１日以降に開始する連結会計年度に係る四半期連結財

務諸表から適用することができることになったことに伴い、第１四半期連結会計期間からこれら

の会計基準を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。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会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取

引については、引き続き通常の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、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軽微であります。 

２． 追加情報 

①有形固定資産の耐用年数の変更 

当社は、機械及び装置について平成 20 年度の法人税法の改正による法定耐用年数の変更に伴

い、第１四半期連結会計期間より耐用年数の変更を行っております。 

    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、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 

前連結会計年度末に係 

る要約連結貸借対照表 

（平成20年９月30日） （平成20年３月31日） 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,541 4,058 

受取手形及び売掛金 9,465 7,553 

有価証券 0 0 

商品及び製品 34 59 

仕掛品 1,788 1,976 

原材料及び貯蔵品 195 206 

その他 1,424 2,092 

貸倒引当金 △39 △32 

流動資産合計 16,412 15,915 

固定資産   

有形固定資産 1,828 1,322 

無形固定資産 619 674 

投資その他の資産 1,264 1,387 

固定資産合計 3,712 3,384 

  資産合計 20,124 19,300 
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当第２四半期連結会計期間末 

前連結会計年度末に係 

る要約連結貸借対照表 

（平成20年９月30日） （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 3,227 4,071 

  短期借入金 3,484 1,563 

  １年内償還予定の社債 450 － 

  未払法人税等 109 153 

  賞与引当金 333 222 

  製品保証引当金 104 100 

  工事損失引当金 56 33 

  役員賞与引当金 8 8 

  その他 1,844 1,675 

  流動負債合計 9,619 7,828 

 固定負債   

  社債 － 450 

  長期借入金 463 693 

  退職給付引当金 329 387 

  役員退職慰労引当金 4 4 

  その他 413 354 

  固定負債合計 1,210 1,891 

 負債合計 10,830 9,719 

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 2,236 2,236 

  資本剰余金 2,011 2,011 

  利益剰余金 4,587 4,634 

  自己株式 △4 － 

  株主資本合計 8,831 8,882 

評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 23 41 

  為替換算調整勘定 △21 175 

  評価・換算差額等合計 

 

2 217 

 少数株主持分 460 479 

 純資産合計 9,294 9,580 

負債純資産合計 20,124 19,300 
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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） 

Ⅰ 売上高 12,324 

Ⅱ 売上原価 10,400 

売上総利益 1,924 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,456 

営業利益 468 

Ⅳ 営業外収益  

受取利息 20 

受取配当金 3 

法人税等還付加算金 10 

その他 11 

営業外収益計 45 

Ⅴ 営業外費用  

支払利息 34 

為替差損 105 

持分法による投資損失 18 

その他 10 

営業外費用計 169 

経常利益 343 

Ⅵ 特別利益  

貸倒引当金戻入額 0 

特別利益計 0 

Ⅶ 特別損失  

固定資産除却損 3 

投資有価証券評価損 10 

その他 0 

特別損失計 14 

税金等調整前四半期純利益 329 

法人税、住民税及び事業税 103 

少数株主利益 
少数株主利益 

60 

四半期純利益 165 
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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 329 

減価償却費 126 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7 

賞与引当金の増減額（△は減少） 111 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 1 

製品保証引当金の増減額（△は減少） 10 

工事損失引当金の増減額（△は減少） 22 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △53 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △0 

受取利息及び受取配当金 △24 

支払利息 34 

為替差損益（△は益） △25 

持分法による投資損益（△は益） 18 

投資有価証券売却損益（△は益） 0 

投資有価証券評価損益（△は益） 10 

固定資産除却損 3 

保険解約損益（△は益） 5 

売上債権の増減額（△は増加） △1,960 

たな卸資産の増減額（△は増加） 18 

前渡金の増減額（△は増加） 19 

その他資産の増減額（△は増加） 154 

仕入債務の増減額（△は減少） △797 

未払消費税等の増減額（△は減少） 54 

前受金の増減額（△は減少） 160 

長期未払金の増減額（△は減少） △55 

その他負債の増減額（△は減少） 508 

小  計 △1,318 

利息及び配当金の受取額 21 

利息の支払額 △27 

法人税等の支払額 △141 

法人税等の還付額 481 

営業活動によるキャッシュ・フロー △982 
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（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） 

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 △447 

無形固定資産の取得による支出 △422 

投資有価証券の売却による収入 0 

敷金及び保証金の差入による支出 △10 

敷金及び保証金の回収による収入 9 

保険積立金の積立による支出 △15 

保険積立金の解約による収入 76 

貸付けによる支出 △48 

その他支出 △0 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △857 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 2,300 

短期借入金の返済による支出 △300 

長期借入金の返済による支出 △309 

自己株式の取得による支出 △4 

配当金の支払額 △203 

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,482 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △129 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △487 

現金及び現金同等物の期首残高 3,915 

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △29 

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,398 

 

 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。 
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(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） 

水処理装置事業の売上高及び営業利益の金額は、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） 

アジア 
（百万円） 

その他 
の地域 

（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 8,524 3,669 131 12,324 － 12,324 

(2) セグメント間の内部売上高
又は振替高 164 68 0 233 (233) － 

   計 8,688 3,737 132 12,558 (233) 12,324 

営業利益又は営業損失（△） 569 338 △6 900 (432) 468 
 
【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） 

 アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 7,983 132 8,115 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － 12,324 

Ⅲ 連結売上高に占める海外 
売上高の割合（％） 64.8 1.1 65.9 

 

(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  13,192 100.0 

Ⅱ 売上原価  10,777 81.7 

 売上総利益  2,414 18.3 

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,544 11.7 

 営業利益  870 6.6 

Ⅳ 営業外収益    

１  受取利息 33   

２  受取配当金 3   

３  受取家賃 4   

４  受取ロイヤリティ 0   

５  その他 2 45 0.3 

Ⅴ 営業外費用    

１  支払利息 42   

２  借入手数料 10   

３  為替差損 28   

４  上場関連費用 28   

５  その他 1 111 0.8 

 経常利益  804 6.1 

Ⅵ 特別利益    

１  固定資産売却益 0   

２  貸倒引当金戻入益 6 7 0.0 

Ⅶ 特別損失    

１  固定資産除却損 0   

２ リース資産減損損失 19   

３  リース解約損 0   

４ ゴルフ会員権評価損 9   

５  貸倒引当金繰入額 0 31 0.2 

 
 税金等調整前中間（当

期）純利益 
 779 5.9 

 
 法人税、住民税及び事

業税 
210   

  法人税等調整額 59 269 2.0 

  少数株主利益  67 0.5 

  中間（当期）純利益  442 3.4 

     



野村マイクロ・サイエンス㈱（6254）平成 21 年３月期 第２四半期短信 
 

- 12 - 
 

（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（当期）純利益 779 

 減価償却費 130 

 
 
リース資産減損損失 19 

 貸倒引当金の減少額 △7 

 賞与引当金の増加額 120 

 役員賞与引当金減少額 △39 

 製品保証引当金の増加額 1 

 工事損失引当金の減少額 △17 

 退職給付引当金の減少額 △26 

 役員退職慰労引当金の減少額 △347 

 受取利息及び受取配当金 △37 

 支払利息 42 

 為替差損 19 

 固定資産売却益 △0 

 固定資産除却損 0 

 ゴルフ会員権評価損 9 

 保険解約損 1 

 売上債権の増加額 △1,633 

 たな卸資産の増加額 △1,006 

 前渡金の減少額 73 

 未収入金の減少額 177 

 その他資産の増加額 △16 

 仕入債務の減少額 △1,350 

 未払消費税等の減少額 △17 

 前受金の増加額 570 

 その他負債の増加額 140 

小計 △2,411 

 利息及び配当金の受取額 33 

 利息の支払額 △37 

 法人税等の支払額 △746 

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,162 
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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  

 有形固定資産の取得による支出 △67 

 有形固定資産の売却による収入 0 

 
連結範囲の変更に伴う子会社株式の売
却による収入 

49 

 無形固定資産の取得による支出 △0 

 敷金及び保証金差入による支出 △0 

 敷金及び保証金返還による収入 1 

 保険積立金による支出 △18 

 保険積立金解約による収入 36 

 その他投資活動による支出 △0 

投資活動によるキャッシュ・フロー △0 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

 短期借入れによる収入 4,300 

 短期借入金の返済による支出 △1,100 

 長期借入金の返済による支出 △504 

 配当金の支払額 △203 

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,492 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 79 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（△減少
額） 

△592 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 3,566 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期 
末（期末）残高 

2,974 
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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（自平成 19 年４月１日 至平成 19 年９月 30 日） 

水処理装置事業の売上高及び営業利益の金額は、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。 

 

  ｂ.所在地別セグメント情報 

当中間連結会計期間（自平成 19 年４月１日 至平成 19 年９月 30 日） 

前中間連結会計年度（自 平成 17 年４月１日 至 平成 17 年９月 30 日） 
 

 
 

 
日本 

（百万円） 
アジア 

（百万円） 
アメリカ 

（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 10,162 1,327 1,702 13,192 － 13,192 

(2) セグメント間の内部売上高又は振替高 369 66 － 436 (436) － 

 計 10,532 1,393 1,702 13,628 (436) 13,192 

 営業費用 9,633 1,226 1,714 12,574 (252) 12,322 

 営業利益（又は営業損失） 899 167 △12 1,053 (183) 870 

（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主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

     アジア……韓国、中国、台湾 

 

  ｃ.海外売上高 

当中間連結会計期間（自平成 19 年４月１日 至平成 19 年９月 30 日） 

 アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 6,250 1,728 7,979 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － 13,192 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売
上高の割合（％） 

47.4 13.1 60.5 

（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主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

      アジア……韓国、中国、台湾、シンガポール 

その他……アメリカ 

   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。 
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