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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 29,117 ― 2,591 ― 2,631 ― 1,378 ―

20年3月期第3四半期 31,995 12.8 4,055 △20.7 4,092 △21.3 2,578 △28.0

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3四半期 46.81 46.81
20年3月期第3四半期 87.02 86.54

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 49,280 43,123 87.0 1,470.51
20年3月期 55,233 44,536 80.3 1,494.39

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  42,897百万円 20年3月期  44,341百万円

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 ― 20.00 ― 23.00 43.00
21年3月期 ― 20.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 10.00 30.00

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 33,660 △21.0 1,340 △74.4 1,440 △72.8 600 △81.5 20.57

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、４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．平成20年11月４日に公表いたしました平成21年３月期の連結業績予想及び配当予想につきましては、本資料において修正しております。 
２．本資料に掲載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績
等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等について、及び上記１に係る業績予
想の具体的修正内容は、３ページ「定性的情報・財務諸表 ３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
３．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3四半期  30,699,500株 20年3月期  30,699,500株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  1,527,900株 20年3月期  1,027,476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  29,446,388株 20年3月期第3四半期  29,629,730株



 当第３四半期連結累計期間において、米国サブプライムローン問題に端を発した世界的な金融市場の混乱は、欧米

の大手金融機関の破綻、急激な株安・為替変動を誘発し、世界経済は急速に悪化して、企業収益に大きな影響を及ぼ

しています。 

 世界半導体市場においては、高機能携帯電話や携帯音楽用端末、高性能パソコンや薄型ＴＶなどデジタル家電製品

の販売が失速し、加えて世界各国の自動車販売台数が急速に減少したことから、半導体製品の在庫が増加し、大幅な

生産調整の動きが連鎖的に加速しました。 

 こうした中、当社グループの主力となるシリコンウェハー向け製品につきましては、第２四半期後半においても一

部顧客の生産調整やコストダウンの動きが見られましたが、当第３四半期における世界的な需要の減少から顧客の生

産調整の影響を受けてラッピング材の売上高は3,314百万円（前年比18.6%減）と大幅に減少しました。またポリシン

グ材についても減少し、8,253百万円（前年比6.2％減）となりました。その結果、シリコンウェハー向け製品全体の

売上高は11,568百万円（前年比10.2%減）となりました。 

 半導体の高集積化・微細化に伴う多層配線技術に使用されるＣＭＰ（化学的機械的平坦化）向け製品につきまして

も、前半は比較的堅調に推移したものの半導体の需要減少の影響を大きく受け、売上高は6,885百万円（前年比13.8%

減）となりました。 

 ハードディスク向け製品につきましては、パソコンや家電製品の世界的な需要減退の影響からアルミ基板向けにお

いて大きく減少したものの、ガラス基板向けにおいて小型化のニーズからノートパソコンや家電製品への搭載が増加

し、ハードディスク向け製品全体の売上高は3,005百万円（前年比1.2％増）となりました。 

 ワイヤーソー向け製品につきましては、特に太陽電池向けが好調に推移したものの、半導体シリコン向けが減少

し、全体では売上高は2,111百万円（前年比3.7%増）にとどまりました。 

 水晶デバイスに用いられる水晶向け製品につきましては、部品の小型化・薄型化の進展、競合先との価格競争の影

響もあり、売上高は481百万円（前年比7.3%減）となりました。 

 溶射材は、主力となるサーメット溶射材を中心に製品の拡販に努めましたが、鉄鋼・半導体などの業界の需要低迷

により、売上高は771百万円（前年比9.1%減）となりました。 

 商品につきましては、機械等の売上減などにより、売上高は750百万円（前年比30.0%減）となりました。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は29,117百万円（前年比9.0％減）、うち製品売上高は

28,366百万円（前年同期比8.3％減）となりました。営業利益2,591百万円（前年比36.1％減）、経常利益は2,631百

万円（前年比35.7％減）純利益は1,378百万円（前年比46.5％減）となりました。 

 部門別の業績は次のとおりであります。 

 ① 研磨材 

 太陽電池向けシリコン切断用「ＧＣ」（炭化けい素質研磨材）は、環境問題に対する意識の高まりやシリコン結晶

メーカーの供給の緩和から、需要は増加しましたが、シリコンウェハー用ラッピング材「ＦＯ」（アルミナ質研磨

材）の売上高は世界的な需要の減退から大きく減少し、研磨材全体で売上高は8,137百万円（前年比8.2％減）となり

ました。 

 ② 鏡面仕上材 

 主にノートパソコン用のガラス基板向けスラリー「ＤＩＳＫＬＩＴＥ」の売上高が増加したものの、シリコンウェ

ハー用ポリシング材「ＧＬＡＮＺＯＸ」（シリカ系鏡面仕上材）、ＣＭＰスラリー「ＰＬＡＮＥＲＬＩＴＥ」（シリ

カ系鏡面仕上材）においては、世界半導体市場の急激な減速の影響を受け売上高は減少いたしました。この結果、鏡

面仕上材の売上高は18,459百万円（前年比7.9％減）となりました。 

 ③ その他の製品ならびに商品 

 その他製品ならびに商品の売上高は減少し、全体として2,521百万円（前年比18.5％減）となりました。  

  

 当第３四半期連結会計期間末における資産総額は、前連結会計年度末に比べ、5,953百万円減少し、49,280百万円

となりました。これは主に、受取手形及び売掛金が1,677百万円、有価証券が2,116百万円それぞれ減少したこと及び

有形固定資産が減価償却費の増加により1,789百万円減少したこと等によるものです。 

 負債総額は、前連結会計年度末に比べ、4,541百万円減少し、6,156百万円となりました。これは主に、支払手形及

び買掛金が1,580百万円、未払法人税等が743百万円それぞれ減少したこと及び流動負債その他が1,430百万円減少し

たこと等によるものです。 

 また、純資産は前連結会計年度末に比べ、1,412百万円減少し、43,123百万円となりました。これは主に、自己株

式の取得755百万円が減少要因となったこと及び為替換算調整勘定が749百万円減少したこと等によるものです。 

 キャッシュ・フローの状況については、営業活動により得られた資金は、2,493百万円となりました。これは主

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 



に、税金等調整前四半期純利益（2,398百万円）や減価償却費（2,372百万円）及び売上債権の減少額（1,456百万

円）等プラス項目が、仕入債務の減少額（1,340百万円）及び法人税等の支払額の増加（1,772百万円）等のマイナス

項目を上回ったためであります。 

 投資活動により支出した資金は、2,274百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出（2,227

百万円）等によるものです。 

 財務活動により支出した資金は、2,382百万円となりました。これは主に、自己株式の取得による支出（755百万

円）及び配当金の支払額（1,265百万円）等によるものです。 

 以上の結果、現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ2,508百万円減少し、7,221百万円となりまし

た。  

  

  

 当社グループの通期の見通しにつきましては、年央からの半導体需要の減退に対し、原価低減に加えて、経費節減

に注力するなど努力をしてまいりましたが、平成20年11月以降の半導体市場の悪化が予想を上回るものであり、平成

20年11月４日に公表した連結業績予想の達成が困難な状況と見込まれます。 

 このような状況を踏まえ、平成21年３月期の業績を次のように修正いたします。 

  また、期末配当につきましては、１株当たり10円の予想に修正いたしました。 

  詳細は、平成21年２月２日に別途公表いたしました「業績予想の修正及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご

参照ください。 

     〔連結通期業績予想の修正〕                      （単位：百万円） 

  

 該当事項はありません。  

 なお、連結子会社である株式会社インターオプテックは、平成20年11月４日開催の同社臨時株主総会におい

て、解散及び特別清算することについて決議いたしました。 

   

 簡便な会計処理  

１．一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第３四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．法人税等の算定方法 

 法人税等の納付税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。   

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

   売上高  営業利益  経常利益  当期純利益 

 前回発表予想（Ａ）    40,090    3,640    3,760    2,450

 今回修正予想（Ｂ）    33,660    1,340    1,440    600

 増減額（Ｂ－Ａ）    △6,430    △2,300    △2,320    △1,850

 増減率（％）    △16.0    △63.2    △61.7    △75.5

 前期（平成20年３月期）実績    42,630    5,226    5,289    3,249

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．たな卸資産の評価に関する会計基準の適用 

 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」（企業会計基準委員会 平成18年７

月５日 企業会計基準第９号）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（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、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ

213,421千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、当該箇所に記載しております。 

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、この変更による損益への影響は軽微であります。 

４．所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理に 

よっておりましたが、「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日以後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等を早期適用し、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、残存価額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リース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

いては通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。 

 この変更による損益への影響はありません。 

  

（追加情報） 

  当社の溶射材事業部等の機械装置については、従来耐用年数を15年としておりましたが、第１四半期連結会計

期間より９年に変更いたしまた。この変更は、平成20年度税制改正を契機として資産の利用状況を見直したことに

よるものです。これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、

28,153千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、当該箇所に記載しております 

  



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 5,417,159 6,307,639

受取手形及び売掛金 10,517,302 12,195,124

有価証券 1,104,713 3,221,174

商品 22,848 51,338

製品 3,738,598 3,823,459

原材料 2,571,144 2,545,851

仕掛品 1,279,640 1,083,492

貯蔵品 344,118 238,165

その他 1,562,484 1,294,249

貸倒引当金 △13,514 △12,554

流動資産合計 26,544,495 30,747,941

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 8,671,503 9,018,393

その他（純額） 9,994,982 11,437,709

有形固定資産合計 18,666,485 20,456,102

無形固定資産 383,344 425,596

投資その他の資産   

投資有価証券 206,211 314,478

その他 3,487,765 3,298,054

貸倒引当金 △8,300 △8,400

投資その他の資産合計 3,685,676 3,604,133

固定資産合計 22,735,506 24,485,832

資産合計 49,280,002 55,233,774



（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 3,605,538 5,185,977

短期借入金 383,209 720,189

未払法人税等 50,341 793,382

賞与引当金 211,589 570,360

役員賞与引当金 32,029 －

その他 1,453,555 2,884,136

流動負債合計 5,736,262 10,154,045

固定負債   

長期借入金 310,710 429,541

退職給付引当金 82,711 89,851

その他 26,487 23,864

固定負債合計 419,908 543,257

負債合計 6,156,171 10,697,303

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,753,438 4,753,438

資本剰余金 5,070,049 5,070,049

利益剰余金 35,457,385 35,344,694

自己株式 △2,104,626 △1,349,390

株主資本合計 43,176,246 43,818,791

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 28,242 80,372

為替換算調整勘定 △307,296 442,430

評価・換算差額等合計 △279,054 522,802

新株予約権 35,932 11,056

少数株主持分 190,706 183,820

純資産合計 43,123,830 44,536,470

負債純資産合計 49,280,002 55,233,774



（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 29,117,751

売上原価 20,842,506

売上総利益 8,275,244

販売費及び一般管理費 5,683,678

営業利益 2,591,566

営業外収益  

受取利息 72,277

受取配当金 4,684

廃棄物処分益 28,999

その他 37,763

営業外収益合計 143,724

営業外費用  

支払利息 36,789

為替差損 53,590

その他 13,426

営業外費用合計 103,807

経常利益 2,631,482

特別利益  

固定資産売却益 3,794

特別利益合計 3,794

特別損失  

固定資産除却損 18,658

減損損失 92,105

特別退職金 23,198

事業撤退損 102,774

特別損失合計 236,737

税金等調整前四半期純利益 2,398,538

法人税、住民税及び事業税 815,487

法人税等調整額 171,549

法人税等合計 987,036

少数株主利益 33,038

四半期純利益 1,378,463



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 7,991,853

売上原価 6,060,174

売上総利益 1,931,679

販売費及び一般管理費 1,716,605

営業利益 215,074

営業外収益  

受取利息 22,562

受取配当金 1,723

廃棄物処分益 11,319

その他 13,582

営業外収益合計 49,188

営業外費用  

支払利息 10,605

為替差損 44,743

その他 438

営業外費用合計 55,788

経常利益 208,474

特別利益  

固定資産売却益 3,748

特別利益合計 3,748

特別損失  

固定資産除却損 8,169

減損損失 76,132

特別退職金 23,198

事業撤退損 15,851

特別損失合計 123,351

税金等調整前四半期純利益 88,871

法人税、住民税及び事業税 △150,262

法人税等調整額 507,046

法人税等合計 356,784

少数株主利益 10,486

四半期純損失（△） △278,400



（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 2,398,538

減価償却費 2,372,182

長期前払費用償却額 10,384

事業撤退損失 102,774

減損損失 92,105

株式報酬費用 24,876

特別退職金 23,198

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,694

退職給付引当金の増減額（△は減少） △7,140

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 32,345

賞与引当金の増減額（△は減少） △357,451

受取利息及び受取配当金 △76,961

支払利息 36,789

為替差損益（△は益） 74,259

固定資産売却損益（△は益） △3,794

固定資産除却損 18,658

売上債権の増減額（△は増加） 1,456,149

仕入債務の増減額（△は減少） △1,340,015

たな卸資産の増減額（△は増加） △475,357

未払金の増減額（△は減少） △190,837

その他の資産・負債の増減額 △331

小計 4,192,069

利息及び配当金の受取額 70,064

補助金の受取額 45,392

利息の支払額 △37,493

事業撤退による支出 △4,531

法人税等の支払額 △1,772,406

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,493,095



（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) 

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 △2,227,133

有形固定資産の売却による収入 3,856

投資有価証券の取得による支出 △2,879

貸付けによる支出 △1,336

貸付金の回収による収入 929

無形固定資産の取得による支出 △46,749

投資その他の資産の増減額（△は増加） △1,327

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,274,639

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） △276,354

長期借入金の返済による支出 △82,240

自己株式の取得による支出 △755,235

配当金の支払額 △1,265,893

その他 △3,240

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,382,963

現金及び現金同等物に係る換算差額 △344,162

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,508,669

現金及び現金同等物の期首残高 9,729,819

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,221,150



 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（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

 当社グループは、製品の種類、性質、製造方法、販売市場等の類似性から判断して、同種・同系列の研磨材及

びその他の製品を製造・販売しておりますが、その他の製品は重要性がないため、事業の種類別セグメント情報

は記載しておりません。 

  

  

当第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日） 

  

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．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。 

   北米……アメリカ   アジア……マレーシア   欧州……イギリス、ドイツ 

３．会計方針の変更 

（たな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．（３）２．に記載のとおり、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。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累

計期間の営業利益は、「日本」で213,421千円減少しております。 

４．追加情報 

 「追加情報」に記載のとおり、当社の溶射材事業部等の機械装置については、従来、耐用年数を15年と

しておりましたが、第１四半期連結会計期間より９年に変更いたしました。この変更は、平成20年度税制

（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） 
北米 

（千円） 
アジア
（千円） 

欧州  
（千円） 

計（千円） 
消去又は 
全社 

（千円） 

連結
（千円） 

売上高 

 (1) 外部顧客に対 

   する売上高 

 (2) セグメント間の 

   内部売上高 

  

   

  

 

4,901,843

979,585

  

   

  

   

1,522,433

320,374

  

   

  

 

884,910

29,476

  

   

  

 

682,666

－

  

   

  

 

7,991,853

1,329,435

  

   

  

   

－

(1,329,435)

  

   

  

 

7,991,853

－

 計  5,881,428  1,842,807  914,386  682,666  9,321,289    (1,329,435)  7,991,853

営業利益  234,625  △15,314  111,964  51,633  382,907     (167,833)  215,074

  
日本 

（千円） 
北米 

（千円） 
アジア
（千円） 

欧州  
（千円） 

計（千円） 
消去又は 
全社 

（千円） 

連結
（千円） 

売上高 

 (1) 外部顧客に対 

   する売上高 

 (2) セグメント間の 

   内部売上高 

  

   

  

 

19,916,144

3,383,348

  

   

  

   

4,490,208

1,027,227

  

 

  

 

2,582,441

204,565

  

   

  

 

2,128,956

－

  

   

  

 

29,117,751

4,615,141

  

   

  

   

－

(4,615,141)

  

 

  

 

29,117,751

－

 計  23,299,493  5,517,436  2,787,007  2,128,956  33,732,893    (4,615,141)  29,117,751

営業利益  2,505,734  152,679  374,930  142,559  3,175,905     (584,339)  2,591,566



改正を契機として資産の利用状況を見直したことによるものであります。これにより、従来の方法によっ

た場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利益は、「日本」で28,153千円減少しております。  

  

  

当第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日） 

  

当前第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．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主な内訳は次のとおりであります。 

     (1）北米………米国、カナダ 

     (2）アジア……台湾、タイ、シンガポール、マレーシア、韓国、中国 

     (3）欧州………英国、デンマーク、ドイツ 

    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。  

  

  

  

〔海外売上高〕 

  北米 アジア 欧州 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,432,355  2,116,926  871,646  4,420,928

Ⅱ 連結売上高（千円） －   －   －    7,991,853

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合

（％） 
 17.9  26.5  10.9  55.3

  北米 アジア 欧州 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  4,304,227  8,431,161  2,624,088  15,359,477

Ⅱ 連結売上高（千円） －   －   －    29,117,751

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合

（％） 
 14.8  29.0  9.0  52.7

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 当社は、第２四半期連結会計期間において、取締役会決議に基づき、自己株式を500千株、754,671千円を取 

得いたしました。なお、当第３四半期連結会計期間末における自己株式は1,527千株、2,104,626千円となってお

ります。 



「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３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

  

科目 

前年同四半期
（平成20年３月期 
第３四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  31,995,012

Ⅱ 売上原価  21,817,446

売上総利益  10,177,565

Ⅲ 販売費及び一般管理費  6,122,362

営業利益  4,055,203

Ⅳ 営業外収益  142,384

1.受取利息   73,106

2.受取配当金   4,378

3.その他   64,899

Ⅴ 営業外費用  105,126

1.支払利息   31,596

2.その他   73,529

経常利益  4,092,461

Ⅵ 特別利益  1,077

1.固定資産売却益   1,077

Ⅶ 特別損失  52,143

1.固定資産除売却損   51,667

2.その他   476

税金等調整前四半期純利益  4,041,395

税金費用  1,439,746

少数株主利益   23,367

四半期純利益  2,578,281
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