
平成21年3月期 第3四半期決算短信 
平成21年1月30日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 エノモト 上場取引所 JQ 
コード番号 6928 URL http://www.enomoto.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 榎本 正昭
問合せ先責任者 （役職名） 専務取締役管理本部長 （氏名） 山崎 宏行 TEL 0554-62-5111

四半期報告書提出予定日 平成21年2月12日

1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 18,291 ― 350 ― 251 ― △191 ―
20年3月期第3四半期 20,481 11.8 1,306 △12.2 1,225 △5.6 896 △5.7

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3四半期 △12.48 ―
20年3月期第3四半期 58.46 ―

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3四半期 23,072 12,942 56.1 844.10
20年3月期 26,661 13,816 51.8 900.98

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  12,942百万円 20年3月期  13,816百万円

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 ― 9.00 ― 9.00 18.00
21年3月期 ― 6.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― ― 6.00

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 21,628 △22.3 △453 ― △552 ― △1,049 ― △68.41

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 
１．業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の業績は、今後様々な要因によって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、添付資料の３ページをご参照下さい。 
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3四半期  15,348,407株 20年3月期  15,348,407株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  15,528株 20年3月期  13,498株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  15,333,852株 20年3月期第3四半期  15,336,650株



 当第３四半期におけるわが国経済は、原油価格をはじめとする原材料価格の乱高下やサブプライムローン問題に端

を発した世界的な金融危機の影響等により、企業収益の減少、設備投資や個人消費に伸び悩みが見られるなど、景気

の減速感が急速に強まってきております。当社グループの属する電子部品業界におきましては、欧米を始めとする先

進国の景気後退の影響によりデジタル家電やＩＴ機器がクリスマス商戦の時期においても振るわずに需要をさらに押

し下げており深刻な状況といえます。 

 このような厳しい状況のもとで、当社グループは、鍍金ラインの量産体制の確立や品質の更なる向上を通じて、生

産性の改善及び製造原価の低減に努めて参りましたが、携帯電話向けのマイクロピッチコネクタや、車載向けの表面

実装（ＳＭＤ）タイプのＬＥＤ用部品の需要が第２四半期より減速が始まり11月以降大幅な生産調整局面に陥りまし

た。その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は182億９千１百万円（前年同期比10.7％減）となりました。ま

た、営業利益は３億５千万円（同73.2％減）、経常利益は２億５千１百万円（同79.5％減）、四半期純損失は１億９

千１百万円（前年同期は四半期純利益８億９千６百万円）となりました。 

製品群別の業績は次のとおりであります。 

① ＩＣ・トランジスタ用リードフレーム 

 当製品群は、車載向け、民生用機器向けが主なものであります。世界的な景気後退の影響より、半導体分野に置き

ましても広範囲に在庫調整の動きが急速に進んできており、第２四半期以降売上が低迷いたしました。当製品群の売

上高は55億６千５百万円（前年同期比20.4％減）となりました。 

② オプト用リードフレーム 

 当製品群は、ＬＥＤ用部品及びレーザー用部品が主なものであります。近年自動車に搭載されるＬＥＤが大幅に増

えていく事に応じて、高品質な車載向けＬＥＤ用部品の需要も旺盛に推移してまいりましたが、昨秋以降の急激な自

動車販売の落ち込みにより、当社の主力とする表面実装タイプのＬＥＤ用部品を中心に主要顧客の生産調整の動きが

広まっております。当製品群の売上高は45億７千２百万円（同5.9％増）となりました。 

③ コネクタ用部品  

 当製品群は、携帯電話、デジタル家電向けが主なものであります。上期前半までは売上が堅調に推移いたしました

が、欧米の景気低迷を背景として同地域を中心に多機能タイプの携帯電話及びＰＤＡ等の販売が伸び悩み、その影響

を受けマイクロピッチコネクタ用部品の受注は第２四半期以降低位で推移しております。当製品群の売上高は66億８

千６百万円（同10.8％減）となりました。 

④ その他 

 その他の製品群としては、リレー用部品が主なものであります。当製品群の売上高は14億６千７百万円（同12.2％

減）となりました。 

所在地別の業績は、次のとおりであります。 

①日本 

 日本国内におきましては、前期より表面実装（ＳＭＤ）タイプのＬＥＤ用部品が好調に推移してまいりましたが、

第２四半期以降、主要顧客の生産調整や原材料価格の乱高下の影響を受け、収益性が悪化いたしました。その結果、

売上高は109億９千３百万円（同8.2％減）、営業利益は１億９千７百万円（同78.8％減）となりました。 

②アジア 

 アジア地域におきましても、域内経済における 終的な輸出先である欧米諸国の不況の影響は免れず、当社の主力

ユーザーである半導体及び電子部品メーカーより大幅な生産調整やコストダウンへの協力を求められるケースが増え

てきております。また、中国におきましても、これまでの高い経済成長に陰りが見え始めており総じて電子部品の需

要が減少に転じております。その結果、売上高は72億９千８百万円（同14.2％減）、営業利益は１億５千２百万円

（同59.3％減）となりました。 

（注）定性的情報における前年同期比は、参考として記載しております。   

① 資産、負債及び純資産の状況 

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ35億８千９百万円減少し、230億７千２百万円 

となりました。これは主に売掛金の減少、為替の換算影響により有形固定資産が減少したもであります。 

 一方、負債合計は、前連結会計年度末に比べ27億１千５百万円減少し、101億２千９百万円となりました。これは

主に仕入債務の減少、借入金が減少したもであります。 

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 

２．連結財政状態に関する定性的情報 



 また、純資産の部は、四半期純損失の計上、為替換算調整勘定等の減少により、129億４千２百万円となりまし

た。 

 この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の51.8％から4.3ポイント増加し、56.1％となりました。 

② キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期連結累計期間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４億８百万円減少し、当第３四半期連結会計期間末には13億１千３百万円となりました。 

 当第３四半期連結会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11億３千３百万円（前年同期比35.7％減）となりました。これは主に減価償却費12

億１千５百万円等による資金の増加によるものであります。 

（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９億１千６百万円（同47.0％減）となりました。これは主に有形固定資産の取得に

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５億５千万円（同24.8％増）となりました。これは主に長期借入金の純減少額５億

８千８百万円によるものであります。 

  

 平成21年１月28日に公表いたしました通期の連結・個別業績予想から修正は行っておりません。なお、当該予想数

値に関する事項は、平成21年１月28日公表の「平成21年３月期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照くださ

い。  

  

該当事項はありません。  

   

１．たな卸資産の評価方法 

  当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略して当第２四半期連結会計期間 

末の実地棚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。 

２．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 

  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に著しい変化がなく、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場合には、前連結会計年度末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によっており、前連結会計年度末以降に経営環境等に

著しい変化があるか、又は、一時差異等の発生状況に著しい変化が認められた場合には、前連結会計年度末に

おいて使用した将来の業績予測やタックス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する

方法によっております。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

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） 

（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 

（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．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．たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主に移動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、主に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。 

 これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益が９千９百万円減少し、税金等調整前四半

期純利益は、２億１百万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、従来の方法によった場合に比べ、所在地別セグメント情報の「日

本」の営業利益が９千９百万円減少しております。  

３．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）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。  



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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 1,313,830 1,722,738

受取手形及び売掛金 4,149,379 5,812,972

製品 707,547 708,316

原材料 721,406 967,513

仕掛品 842,948 990,311

繰延税金資産 102,965 324,705

未収入金 50,458 162,201

その他 322,580 309,961

貸倒引当金 △2,711 △4,400

流動資産合計 8,208,403 10,994,320

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 9,584,763 9,646,610

減価償却累計額及び減損損失累計額 △5,429,599 △5,325,807

建物及び構築物（純額） 4,155,163 4,320,802

機械装置及び運搬具 13,660,082 13,975,593

減価償却累計額及び減損損失累計額 △8,584,382 △8,343,146

機械装置及び運搬具（純額） 5,075,699 5,632,447

工具、器具及び備品 4,698,398 4,753,443

減価償却累計額及び減損損失累計額 △4,274,895 △4,198,533

工具、器具及び備品（純額） 423,502 554,909

土地 3,670,073 3,648,835

建設仮勘定 147,961 45,549

有形固定資産合計 13,472,400 14,202,545

無形固定資産 230,067 247,666

投資その他の資産   

投資有価証券 499,408 643,041

前払年金費用 186,144 112,902

その他 549,297 562,378

貸倒引当金 △73,414 △101,341

投資その他の資産合計 1,161,436 1,216,980

固定資産合計 14,863,904 15,667,192

資産合計 23,072,308 26,661,513



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 5,303,238 7,121,193

短期借入金 1,573,013 1,458,132

未払法人税等 25,009 49,557

未払消費税等 55,767 38,168

賞与引当金 125,000 410,000

繰延税金負債 8,846 2,905

その他 836,313 1,115,485

流動負債合計 7,927,189 10,195,442

固定負債   

長期借入金 751,400 1,175,231

繰延税金負債 71,585 70,554

退職給付引当金 42,348 38,964

役員退職慰労引当金 624,824 612,300

リース債務 97,062 137,224

再評価に係る繰延税金負債 615,348 615,348

固定負債合計 2,202,569 2,649,623

負債合計 10,129,758 12,845,066

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,149,472 4,149,472

資本剰余金 4,459,862 4,459,862

利益剰余金 4,653,878 5,079,759

自己株式 △7,455 △6,622

株主資本合計 13,255,757 13,682,471

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 35,278 110,317

土地再評価差額金 △247,765 △252,322

為替換算調整勘定 △100,721 275,980

評価・換算差額等合計 △313,208 133,975

純資産合計 12,942,549 13,816,447

負債純資産合計 23,072,308 26,661,513



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 18,291,839

売上原価 16,238,561

売上総利益 2,053,278

販売費及び一般管理費 1,703,191

営業利益 350,086

営業外収益  

受取利息 6,244

受取配当金 5,146

受取賃貸料 41,450

その他 14,692

営業外収益合計 67,535

営業外費用  

支払利息 50,630

債権売却損 25,278

為替差損 9,056

租税公課 58,032

その他 23,526

営業外費用合計 166,524

経常利益 251,097

特別利益  

固定資産売却益 25,196

貸倒引当金戻入額 30,685

特別利益合計 55,881

特別損失  

固定資産売却損 7,528

固定資産除却損 19,948

減損損失 7,391

投資有価証券評価損 23,022

たな卸資産評価損 102,150

特別損失合計 160,041

税金等調整前四半期純利益 146,937

法人税、住民税及び事業税 52,626

法人税等調整額 285,620

法人税等合計 338,246

四半期純損失（△） △191,309



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 146,937

減価償却費 1,215,514

減損損失 7,391

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,994

前払年金費用の増減額（△は増加） △73,241

受取利息及び受取配当金 △11,391

支払利息 50,630

有形固定資産除却損 19,948

売上債権の増減額（△は増加） 1,472,334

たな卸資産の増減額（△は増加） 321,736

仕入債務の増減額（△は減少） △1,622,467

その他 △297,049

小計 1,237,337

利息及び配当金の受取額 11,524

利息の支払額 △52,077

法人税等の支払額 △63,525

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,133,258

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 △946,839

有形固定資産の売却による収入 62,586

無形固定資産の取得による支出 △2,425

投資有価証券の取得による支出 △8,479

投資その他の資産の増減額（△は増加） △25,062

その他 3,313

投資活動によるキャッシュ・フロー △916,906

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） 317,387

長期借入金の返済による支出 △588,662

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △48,748

自己株式の取得による支出 △832

配当金の支払額 △230,015

財務活動によるキャッシュ・フロー △550,871

現金及び現金同等物に係る換算差額 △74,389

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △408,907

現金及び現金同等物の期首残高 1,722,738

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,313,830



 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。 

  

 該当事項はありません。 

  

 当第３四半期連結累計期間において、当連結グループはプレス加工品関連事業を主に営んでおり、事業区分が

単一セグメントのため、記載を省略しております。  

  

当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

 （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。 

アジア……シンガポール・フィリピン・中国  

  

 （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）アジア……台湾・韓国・タイ・シンガポール・フィリピン・マレーシア・中国 

(2）中南米……メキシコ 

(3）北 米……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または地域における売上高であります。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

〔所在地別セグメント情報〕 

  
日本 

（千円） 
アジア 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業利益           

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  10,993,055  7,298,783  18,291,839  －  18,291,839

(2）セグメント間の内部売上高  668,473  57,709  726,183  (726,183)  －

計  11,661,529  7,356,493  19,018,022  (726,183)  18,291,839

営業利益  197,627  152,372  349,999  86  350,086

〔海外売上高〕 

    アジア 中南米 北米 計 

当第３四半期連結累計期間 

（自 平成20年４月１日 

至 平成20年12月31日） 

Ⅰ 海外売上高 

（千円） 
 8,557,630  56,580  3,250  8,617,462

Ⅱ 連結売上高 

（千円） 
 －  －  －  18,291,839

Ⅲ 海外売上高の連

結売上高に占め

る割合（％） 

46.8 0.3 0.0 47.1 

（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。 

  



「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日） 

区分 金額（千円）
百分比
（％） 

Ⅰ．売上高   20,481,123 100.0

Ⅱ．売上原価   17,373,870 84.8

売上総利益   3,107,253 15.2

Ⅲ．販売費及び一般管理費   1,801,088 8.8

営業利益   1,306,164 6.4

Ⅳ．営業外収益       

１．受取利息 11,951     

２．受取配当金 4,935     

３．賃貸収入 29,024     

４．その他 21,605 67,516 0.3

Ⅴ．営業外費用       

１．支払利息 83,354     

２．手形売却損 －     

３．債権譲渡損 25,849     

４．為替差損 16,485     

５．租税公課 －     

６．その他 22,922 148,611 0.7

経常利益   1,225,069 6.0

Ⅵ．特別利益       

１．固定資産売却益 7,658     

２．貸倒引当金戻入額 89    

３．営業譲渡益 － 7,747 0.0

Ⅶ．特別損失       

１. 固定資産売却損 12,681     

２．固定資産除却損  23,560     

３．減損損失 8,246     

４．事業性整理損失 －     

５．事業整理損失引当金繰入額 －     

６．貸倒引当金繰入額 －     

７．投資有価証券評価損 3,856 48,345 0.2

税金等調整前四半期（当期）純
利益   1,184,472 5.8

法人税、住民税及び事業税 137,451     

法人税等調整額 150,432 287,884 1.4

四半期（当期）純利益   896,588 4.4

        



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  

前第３四半期連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期（当期）純利
益 

1,184,472 

減価償却費 1,207,715 

退職給付引当金の減少額 △5,745 

前払年金費用の増加  △84,077 

受取利息及び受取配当金 △16,886 

支払利息 83,354 

事業整理損失引当金の増加額  － 

有形固定資産除却損 23,560 

減損損失 8,246 

売上債権の増加額 △938,944 

たな卸資産の増加額 △140,029 

仕入債務の増加額 541,404 

その他 86,979 

小計 1,950,049 

利息及び配当金の受取額 17,122 

利息の支払額 △86,526 

法人税等の支払額 △118,410 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,762,234 

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 △1,772,209 

有形固定資産の売却による収入 127,404 

無形固定資産の取得による支出 △18,445 

投資有価証券の売却及び償還によ
る収入 

－ 

投資有価証券の取得による支出 △15,987 

投資その他の資産の増加による支
出 

△7,829 

その他 △42,460 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,729,528 



前第３四半期連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日） 

区分 金額（千円） 

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 684,244 

長期借入れによる収入 － 

長期借入金の返済による支出 △714,479 

ファイナンス・リース債務の返済
による支出 

△133,993 

自己株式の取得による支出 △1,179 

配当金の支払額 △276,065 

財務活動によるキャッシュ・フロー △441,473 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △19,009 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 △427,776 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,715,374 

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末（期
末）残高 

1,287,598 

    



前第３四半期連結会計期間において、当連結グループはプレス加工品関連事業を主に営んでおり、事業区分が

単一セグメントのため、記載を省略しております。 

前第３四半期連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

 （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。 

アジア……シンガポール・フィリピン・中国 

（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

〔所在地別セグメント情報〕 

  
日本 

（千円） 
アジア 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業利益           

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高 11,971,689 8,509,434 20,481,123 － 20,481,123 

(2）セグメント間の内部売上高 999,001 156,767 1,155,768 (1,155,768) － 

計 12,970,690 8,666,202 21,636,892 (1,155,768) 20,481,123 

営業費用 12,039,397 8,291,427 20,330,824 (1,155,866) 19,174,958 

営業利益 931,292 374,775 1,306,067 97 1,306,164 

〔海外売上高〕 

 （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）アジア……台湾・韓国・タイ・シンガポール・フィリピン・マレーシア・中国 

(2）中南米……メキシコ 

(3）北 米……アメリカ 

(4）その他……イギリス 

３．海外売上高は、当社及び連結子会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。 

  アジア 中南米 北米 その他 計 

前第３四半期連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年12月31日） 

Ⅰ 海外売上高 

（千円） 
9,738,450 155,640 2,762 3,287 9,900,141 

Ⅱ 連結売上高 

（千円） 
－ － － － 20,481,123 

Ⅲ 海外売上高

の連結売上

高に占める

割合（％） 

47.5 0.8 0.0 0.0 48.3 
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