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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 48,217 ― 4,784 ― 4,632 ― 2,736 ―

20年3月期第3四半期 45,953 8.0 5,285 ― 5,450 ― 3,415 ―

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 185.54 ―

20年3月期第3四半期 223.48 ―

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 62,509 47,367 75.8 3,322.35
20年3月期 62,665 48,412 77.3 3,193.30

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  47,367百万円 20年3月期  48,412百万円

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 ― ― ― 40.00 40.00
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 40.00 40.00

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 65,000 8.2 6,850 7.2 7,150 13.0 4,400 15.1 308.61

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）  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。  

(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．上記の業績予想数値は現時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、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。 
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 1 社 （社名 SIKOKU KAKEN(LANGFANG)CO.,LTD. ） 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  15,673,885株 20年3月期  15,673,885株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  1,416,539株 20年3月期  513,313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  14,748,558株 20年3月期第3四半期  15,284,982株



 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国を始めとした世界経済の一大変動、外需の急低下、年初

来からの原素材価格の高騰や世界の金融危機的状況等が企業収益を圧迫し、景気の先行きは急速に悪化してきまし

た。 

建築仕上材業界におきましても、公共投資は依然として減少傾向にあり、民間住宅・建築全般投資も減少の一途

を辿り、厳しい経営環境のまま推移いたしました。 

 一方、当社グループが事業展開を行っておりますアジア経済は、中国を始めとする新興諸国においても信用収縮

や投資の低調等、その伸び率は大幅に鈍化してきております。 

このような状況下、当社グループは、特許のセラミック複合の超低汚染塗料を中心に、新築や塗替え分野では付

加価値が高く耐久性に優れたシリコンやふっ素塗料タイプの製品が伸張した外、新たに内装市場の開発に積極的に

取り組み、高機能性のフラット塗料やヒートアイランド対策に貢献する省エネタイプの遮熱塗料や高意匠性塗材

が、リフォーム市場を開拓しています。また、安全、安心が追及される耐火被覆や断熱材の分野では、セラミック

系耐火被覆材や、発泡性耐火塗料、断熱材等が、新市場を大きく広げています。 

この結果、建築仕上塗材・耐火断熱事業が共に伸長し、当第３四半期連結累計期間の売上高は482億17百万円（前

年同期比4.9％増）となりました。 

また、利益面におきましては、付加価値の高い高機能性塗料並びに高意匠性塗材の販売拡大や徹底したコスト削

減に努めてまいりましたが、原油高に伴う原材料費の上昇や急激な円高による為替差損の発生により連結営業利益

は、47億84百万円（同9.5％減）、連結経常利益は、46億32百万円（同15.0％減）、連結四半期純利益は、27億36百

万円（同19.9％減）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。 

  

  

（１）資産、負債及び純資産の状況  

当第３四半期の総資産は、前期末に比べ１億56百万円減少し、625億９百万円となりました。 

 増加した主なものは、受取手形及び売掛金が16億７百万円、設備投資に伴う固定資産が５億36百万円でありま

す。減少した主なものは、投資その他の資産のその他19億77百万円であります。 

 負債につきましては、前期末に比べ８億88百万円増加し、151億41百万円となりました。 

 増加した主なものは、支払手形及び買掛金が５億62百万円、流動負債のその他８億63百万円であります。減少し

た主なものは、賞与引当金３億86百万円であります。 

 純資産につきましては、前期末に比べ10億44百万円減少し、473億67百万円となりました。 

 増加の主なものは、四半期純利益を含む利益剰余金21億30百万円であります。減少した主なものは、自己株式22

億51百万円、為替換算調整勘定９億12百万円であります。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況  

 当第３四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前期末に比べ58億95百万円減少し、

128億55百万円となりました。 

 当第３四半期連結累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26億89百万円となりました。 

 増加の主なものは、税金等調整前四半期純利益が46億32百万円、仕入債務の増加額７億51百万円であります。減

少の主なものは、売上債権の増加額18億24百万円、法人税等の支払額16億70百万円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53億円となりました。 

 これは主に固定資産の取得等による支出12億38百万円、定期預金の預入による支出61億円、定期預金の払戻によ

る収入21億７百万円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29億15百万円となりました。 

 これは主に自己株式の取得による支出22億50百万円、配当金の支払額６億６百万円によるものであります。 

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 



世界的な景気の悪化は、長期化の様相を呈しており、内外市場の先行きは非常に不透明でありますが、当社グル

ープは、より内部組織の充実と共に技術革新とサービス力強化を図り、連結業績の安定化を目指して鋭意努めてま

いります。 

このような状況を踏まえ、現時点では平成20年５月15日に公表しました平成21年３月期の連結業績予想に変更は

ありません。 

  

  

１．連結の範囲の変更 

 中国廊坊にSIKOKU KAKEN(LANGFANG)CO.,LTD.を新たに設立したため、連結の範囲に含めております。 

２．変更後の連結子会社の数 

 11社 

  

   

１．簡便な会計処理 

 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を使用して一般債権の貸倒見積高を算定しております。 

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 該当事項はありません。 

  

  

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．商品・製品・原材料・仕掛品の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

16百万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、当該箇所に記載しております。 

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。なお、この変更による影響はありません。

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、賃貸借取引に係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））を第

１四半期連結会計期間から早期適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。なお、この変更に

よる影響はありません。 

５．当社は、請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事

契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）が平成21年４月１日より前に開始する連結会計年

度から適用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適用し、第１

四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第３四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確

実性が認められる工事については工事進行基準（工事進捗率の見積りは施工面積等を基準とした技術進捗率）

を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。 

  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

80百万円増加しております。 

 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。 



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 22,387 22,292

受取手形及び売掛金 18,688 17,080

有価証券 277 －

商品及び製品 1,895 1,747

仕掛品 763 688

未成工事支出金 75 310

原材料及び貯蔵品 2,583 2,509

繰延税金資産 481 674

その他 314 537

貸倒引当金 △112 △94

流動資産合計 47,354 45,745

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,654 3,598

機械装置及び運搬具（純額） 754 912

土地 7,843 7,452

建設仮勘定 131 103

その他（純額） 95 103

有形固定資産合計 12,480 12,169

無形固定資産 677 452

投資その他の資産   

投資有価証券 16 343

繰延税金資産 521 539

その他 1,651 3,629

貸倒引当金 △193 △213

投資その他の資産合計 1,996 4,298

固定資産合計 15,154 16,920

資産合計 62,509 62,665



（単位：百万円）

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 5,452 4,889

短期借入金 2,139 2,200

未払法人税等 536 590

賞与引当金 733 1,120

その他の引当金 234 235

その他 4,369 3,505

流動負債合計 13,466 12,541

固定負債   

役員退職慰労引当金 887 869

その他の引当金 229 304

その他 558 538

固定負債合計 1,675 1,712

負債合計 15,141 14,253

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,662 2,662

資本剰余金 3,137 3,137

利益剰余金 46,293 44,163

自己株式 △3,952 △1,701

株主資本合計 48,141 48,262

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4 15

為替換算調整勘定 △778 134

評価・換算差額等合計 △773 150

純資産合計 47,367 48,412

負債純資産合計 62,509 62,665



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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 48,217

売上原価 34,555

売上総利益 13,661

販売費及び一般管理費 8,877

営業利益 4,784

営業外収益  

受取利息 99

受取配当金 0

仕入割引 78

受取保険金 71

雑収入 36

営業外収益合計 286

営業外費用  

支払利息 15

売上割引 15

為替差損 398

雑損失 9

営業外費用合計 438

経常利益 4,632

税金等調整前四半期純利益 4,632

法人税、住民税及び事業税 1,678

法人税等調整額 217

法人税等合計 1,895

四半期純利益 2,736



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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 4,632

減価償却費 499

貸倒引当金の増減額（△は減少） 13

賞与引当金の増減額（△は減少） △384

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △13

退職給付引当金の増減額（△は減少） △71

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 18

製品保証引当金の増減額（△は減少） 14

受取利息及び受取配当金 △100

支払利息 15

為替差損益（△は益） 286

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 2

投資有価証券売却損益（△は益） △0

固定資産除売却損益（△は益） 0

売上債権の増減額（△は増加） △1,824

たな卸資産の増減額（△は増加） △200

仕入債務の増減額（△は減少） 751

その他 632

小計 4,271

利息及び配当金の受取額 101

利息の支払額 △12

法人税等の支払額 △1,670

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,689

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 △6,100

定期預金の払戻による収入 2,107

有価証券及び投資有価証券の売却による収入 0

固定資産の取得による支出 △1,238

固定資産の売却による収入 0

投資その他の資産の増減額（△は増加） △69

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,300

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 141

短期借入金の返済による支出 △200

自己株式の取得による支出 △2,250

配当金の支払額 △606

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,915

現金及び現金同等物に係る換算差額 △369

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,895

現金及び現金同等物の期首残高 18,751

現金及び現金同等物の四半期末残高 12,855



 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。 

  

（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〕 

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．事業区分は、製品の種類・性質・用途の類似性を考慮して区分しております。 

２．各事業の主要な製品等 

３．会計方針の変更 

（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」の４．その他（３）に記載のとおり、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）を適用しております。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が、建築仕上塗材事業で15

百万円、耐火断熱事業で０百万円、その他の事業で０百万円それぞれ減少しております。 

（工事契約に関する会計基準） 

 「定性的情報・財務諸表等」の４．その他（３）に記載のとおり、第１四半期連結会計期間より「工事契

約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を適用しております。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が、建築仕上塗材事業で４百万円、耐火

断熱事業で76百万円それぞれ増加しております。 

  

  
建築仕上塗
材 
（百万円） 

耐火断熱
（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  43,351  2,917  1,948  48,217  －  48,217

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  9  9 (9)  －

計  43,351  2,917  1,958  48,227 (9)  48,217

営業利益  5,881  229  27  6,138 (1,354)  4,784

事業区分 主要製品

建築仕上塗材事業 
有機無機水系塗材、合成樹脂塗料、無機質系塗料、無機質建材及び特殊仕上

工事 

耐火断熱事業 断熱材、耐火被覆材、耐火塗料及び耐火断熱工事 

その他の事業 各種化成品、洗浄剤等 



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．アジアに属する地域はシンガポール、マレーシア、香港、中国、タイ及び韓国であります。 

３．会計方針の変更 

（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」の４．その他（３）に記載のとおり、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）を適用しております。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が、日本で16百万円減少し

ております。 

（工事契約に関する会計基準） 

 「定性的情報・財務諸表等」の４．その他（３）に記載のとおり、第１四半期連結会計期間より「工事契

約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を適用しております。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が、日本で80百万円増加しております。

  

  

  

  

 （注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．アジアに属する主な地域は東アジア、東南アジア及び中東諸国であります。 

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。 

  

  

〔所在地別セグメント情報〕 

  
日本 

（百万円） 
アジア

（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  40,873  7,343  48,217  －  48,217

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 1,562  334  1,897 (1,897)  －

計  42,435  7,678  50,114 (1,897)  48,217

営業利益  5,811  284  6,096 (1,311)  4,784

〔海外売上高〕 

  
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） 

  アジア 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 7,669 7,669

Ⅱ 連結売上高（百万円） － 48,217

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 15.9 15.9

（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。 

  



「参考資料」  

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

科目 

前第３四半期連結累計期間
（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年12月31日） 

金額（百万円）

Ⅰ 売上高  45,953

Ⅱ 売上原価  31,922

売上総利益  14,030

Ⅲ 販売費及び一般管理費  8,744

営業利益  5,285

Ⅳ 営業外収益  222

Ⅴ 営業外費用  57

経常利益  5,450

 税金等調整前四半期純利益  5,450

 税金費用  2,034

 四半期純利益  3,415



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

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

区分 金額（百万円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益  5,450

 減価償却費  460

 賞与引当金の減少額 △398

 役員賞与引当金の減少額 △13

 退職給付引当金の減少額 △74

 役員退職慰労引当金の増加額  19

 貸倒引当金の減少額 △1

 製品保証引当金の減少額 △2

 受取利息及び受取配当金 △129

 支払利息  14

 為替差損  61

 投資有価証券売却損  0

 固定資産除却損、売却損  1

 売上債権の増加額 △350

 たな卸資産の増加額 △979

 仕入債務の増加額  189

 その他資産負債の増加額  177

小計  4,425

 利息及び配当金の受取額  137

 利息の支払額 △14

 法人税等の支払額 △3,839

営業活動によるキャッシュ・フロー  707

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 △2,100

 定期預金の払戻による収入  4,107

 有価証券・投資有価証券の取得等による支出 △0

 有価証券・投資有価証券の売却等による収入  1,571

 固定資産の取得等による支出 △1,447

 固定資産の売却等による収入  3

 投資その他の資産の取得等による支出 △175

 投資その他の資産の売却等による収入  44

投資活動によるキャッシュ・フロー  2,003

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  261

 自己株式の取得による支出 △400

 配当金の支払額 △612

財務活動によるキャッシュ・フロー △752

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △102

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  1,856

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  15,086

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高  16,943

    



  

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

  

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

  

（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
建築仕上塗材 
（百万円） 

耐火断熱
（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  41,904  2,203  1,845  45,953 －  45,953

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ －  12  12 (12) － 

計  41,904  2,203  1,858  45,965 (12)  45,953

営業費用  35,419  1,996  1,840  39,257  1,410  40,667

営業利益  6,484  206  17  6,708 (1,423)  5,285

〔所在地別セグメント情報〕 

  
日本 

（百万円） 
アジア

（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  39,324  6,628  45,953 －  45,953

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 1,443  372  1,815 (1,815) － 

計  40,768  7,000  47,768 (1,815)  45,953

営業費用  34,361  6,681  41,043 (375)  40,667

営業利益  6,406  318  6,725 (1,440)  5,285

〔海外売上高〕 

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

  

  アジア 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  6,981  6,981

Ⅱ 連結売上高（百万円） －  45,953

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 15.2  15.2
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