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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 17,140 ― 734 ― 62 ― △61 ―
20年3月期第3四半期 17,597 ― 767 ― 588 ― 250 ―

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 △6.13 ―
20年3月期第3四半期 28.51 ―

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 18,251 8,545 46.7 861.53
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3四半期  8,524百万円 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  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 20.00
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 15.00 15.00

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 21,486 △13.9 863 △37.7 158 △79.8 5 △98.3 0.52

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3四半期  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3四半期  257,900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3四半期  10,090,178株 20年3月期第3四半期  8,785,333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３四半期（９か月）におけるわが国経済は、米国金融不安に端を発した世界的な金融市場の混乱、企業の業績

悪化による設備投資の減少に加え、雇用環境の悪化を要因とする個人消費の低迷等により、景気の先行きは一段と不

透明感を増しております。

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2008年の世界半導体製造装置市場は前年比28％の縮小を見込んでおり、依然として回復

の兆しが見られず一段と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液晶関連の大型装

置工事及びアメリカで受注した半導体関連の第２期工事は堅調に推移している一方、企業の業績悪化による設備投資

の減少により、投資計画の延期又は縮小傾向に移行するなど、依然として投資の回復時期が不透明な状況にあります。

このような結果、当第３四半期（９か月）の売上高は171億４千万円、営業利益は７億３千４百万円となりました。

また、米国金融不安に端を発した急激な円高の影響により、為替差損を６億１千９百万円計上したことなどから、経

常利益は６千２百万円、四半期純損失は６千１百万円となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

当第３四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べて10億４千８百万円減少し、182億５千１百万円となりまし

た。これは主に、流動資産のうち現金及び預金が17億１千９百万円、未収還付法人税等が４億４千万円それぞれ減少

した一方で、受取手形及び売掛金が９億２千万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１千３百万円減少し、97億６百万円となりました。これは主に、支払手形

及び買掛金が14億４千３百万円減少した一方で、短期借入金が16億９千８百万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10億３千５百万円減少し、85億４千５百万円となりました。

これは主に、少数株主持分が４億５千８百万円、利益剰余金が２億７千３百万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、前連結会計年度末に比べ17億１千９百

万円減少し、21億９千６百万円となりました。当第３四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、11億２千万円となりました。これは主に、売上債権が10億５百万円増加し、仕

入債務が13億７千９百万円減少した一方で、法人税等の還付金が４億８千２百万円入金されたこと、税金等調整前

四半期純利益が２千５百万円となったこと等によるものであります。　

　（投資活動によるキャッシュ・フローの状況）

投資活動の結果使用した資金は、16億４百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出４億

８千９百万円、無形固定資産の取得による支出４億２千２百万円、子会社の自己株式の取得による支出７億円等に

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、11億４千１百万円となりました。これは主に、短期借入金の増加額25億円、短

期借入金の返済による支出７億円、長期借入金の返済による支出３億３千２百万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

当第３四半期における業績の進捗を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成20年９月17日に発表いたしまし

た平成21年３月期の通期業績予想及び平成20年５月15日に発表いたしました平成21年３月期の配当予想を修正してお

ります。

詳細は、本日別途開示しております「平成21年３月期通期業績予想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。



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、清算手続中であり、

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。野村マイクロ・サイエンス（Singapore）Pte Ltdは、当四半期連結会計期間において

清算結了しております。

 

（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．製品保証見積高の算定方法

当第３四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３四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３四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。

 



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 2,339 4,058

受取手形及び売掛金 8,473 7,553

有価証券 0 0

商品及び製品 60 59

仕掛品 1,996 1,976

原材料及び貯蔵品 246 206

その他 1,361 2,092

貸倒引当金 △35 △32

流動資産合計 14,442 15,915

固定資産   

有形固定資産 1,819 1,322

無形固定資産   

のれん 214 －

その他 590 674

無形固定資産合計 805 674

投資その他の資産 1,184 1,387

固定資産合計 3,809 3,384

資産合計 18,251 19,300

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,627 4,071

短期借入金 3,261 1,563

1年内償還予定の社債 450 －

未払法人税等 65 153

賞与引当金 192 222

製品保証引当金 102 100

工事損失引当金 219 33

役員賞与引当金 5 8

その他 1,608 1,675

流動負債合計 8,532 7,828

固定負債   

社債 － 450

長期借入金 463 693

退職給付引当金 299 387

役員退職慰労引当金 4 4

その他 407 354

固定負債合計 1,174 1,891

負債合計 9,706 9,719



（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) 

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 4,360 4,634

自己株式 △123 －

株主資本合計 8,486 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 14 175

評価・換算差額等合計 37 217

少数株主持分 21 479

純資産合計 8,545 9,580

負債純資産合計 18,251 19,300



（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 17,140

売上原価 14,297

売上総利益 2,842

販売費及び一般管理費 2,108

営業利益 734

営業外収益  

受取利息 25

受取配当金 4

法人税等還付加算金 10

その他 18

営業外収益合計 58

営業外費用  

支払利息 53

為替差損 619

持分法による投資損失 42

その他 14

営業外費用合計 729

経常利益 62

特別利益  

貸倒引当金戻入額 0

特別利益合計 0

特別損失  

固定資産除却損 4

投資有価証券評価損 30

その他 2

特別損失合計 37

税金等調整前四半期純利益 25

法人税、住民税及び事業税 72

過年度法人税等 △43

少数株主利益 58

四半期純損失（△） △61



（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 25

減価償却費 199

のれん償却額 12

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4

賞与引当金の増減額（△は減少） △29

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） 13

工事損失引当金の増減額（△は減少） 185

退職給付引当金の増減額（△は減少） △77

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 △29

支払利息 53

為替差損益（△は益） 91

持分法による投資損益（△は益） 42

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） 30

固定資産除却損 4

保険解約損益（△は益） 5

子会社清算損益（△は益） 0

売上債権の増減額（△は増加） △1,005

たな卸資産の増減額（△は増加） △328

前渡金の増減額（△は増加） 113

その他の資産の増減額（△は増加） 278

仕入債務の増減額（△は減少） △1,379

前受金の増減額（△は減少） 84

長期未払金の増減額（△は減少） △55

その他の負債の増減額（△は減少） 368

小計 △1,392

利息及び配当金の受取額 30

利息の支払額 △56

法人税等の支払額 △183

法人税等の還付額 482

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,120



（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) 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の売却による収入 0

有形固定資産の取得による支出 △489

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

子会社の清算による収入 22

子会社の自己株式の取得による支出 △700

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 10

保険積立金の積立による支出 △21

保険積立金の解約による収入 76

貸付けによる支出 △72

貸付金の回収による収入 2

その他 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,604

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 2,500

短期借入金の返済による支出 △700

長期借入金の返済による支出 △332

自己株式の取得による支出 △123

配当金の支払額 △203

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,141

現金及び現金同等物に係る換算差額 △105

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,689

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 2,196



　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）

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３四半期連結累計期間（平成20年４月１日～12月31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 11,968 4,932 239 17,140 　　　　　－ 17,140

(2)セグメント間の内部売上高

   又は振替高
257 90 0 348 　　　 (348)　　　　　－

　 計 12,226 5,023 239 17,489 　　　 (348) 17,140

　 営業利益又は営業損失（△） 983 536 △7 1,512 　　　 (778) 734

 

〔海外売上高〕

当第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日～12月31日）

 アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 10,966 239 11,206

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － 17,140

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
64.0 1.4 65.4

 

（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。



（７）重要な後発事象

（海外子会社の設立）

当社は、当第３四半期連結会計期間後の平成21年２月13日に開催した取締役会において、中華人民共和国に子会社

を設立することについて以下のとおり決議いたしました。

１．設立の目的

アジア地域での水処理装置事業の拡大を目的とし、現地法人を新設いたします。

２．設立会社の概況

（1）商号 上海日村商貿有限公司

（2）代表者 蘇　春田

（3）所在地 中華人民共和国　上海市

（4）設立時期 平成21年６月下旬を予定

（5）事業の内容 水処理事業に関する装置・部品・消耗品類の販売

（6）資本金 20,000千円（予定）

（7）株主構成（出資比率）
 

当社（100％）
 

（会社分割）

当社は、当第３四半期連結会計期間後の平成21年２月13日に開催した取締役会において、平成21年４月１日を期し

て、当社のアグルー・ジャパングループの事業について以下のとおり会社分割を行うことを決議いたしました。

１．会社分割の目的

当社グループ全体の効率的な運営と業容拡大及びその結果として企業価値の極大化を図るため、アグルー社製

品の販売を事業とする当社のアグルー・ジャパングループを分社化し、より専門性を高め顧客ニーズに的確に対

応できる体制を構築することが重要であると判断し、その事業を新設する会社に継承させる新設分割の方法によ

り行うこととしました。

２．会社分割の要旨

（1）新設会社の名称 アグループラスチック株式会社

（2）新設会社の資本金 １億円

（3）分割の日程  

新設分割計画書承認取締役会 平成21年２月13日（金）　

分割の予定日（効力発生日） 平成21年４月１日（水）　

新設会社設立登記日 平成21年４月１日（水）

本件会社分割は、会社法第805条の規定に基づく簡易分割の要件を満たすため、本件新設分割の計画書につ

き株主総会の承認を得ないで行います。

（4）分割方式

当社を分割会社として、新設会社を承継会社とする新設分割です。

（5）割当株式数

当社に、新設会社が発行する普通株式1,000株の全てを割当します。

（6）新設会社が承継する権利義務

新設会社が当社から承継する資産、債務及び雇用契約その他の権利義務は、以下のとおりです。

（承継する資産）

新設会社は、アグルー・ジャパングループの事業に係る資産のみを承継するものとします。

（承継する債務）

債務については承継しないものとします。

（承継する契約）

新設会社は、アグルー・ジャパングループの事業に関して、当社が取引先その他相手方との間に締結した契

約の契約上の地位及びそれに付随する権利義務を承継するものとします。

（承継する雇用契約）

分割期日においてアグルー・ジャパングループに在籍する当社従業員は、全員新設会社に出向するものとし

ます。

（7）債務履行の見込み

分割期日における債務については、新設会社に承継させず、当社が債務の履行をするため、当社及び新設会

社の債務の履行の確実性は問題ないものと判断しております。

（8）新設会社の役員

代表取締役社長 青澤秀武

取締役 千田豊作

監査役 横川　收



「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（百万円）

Ⅰ　売上高 17,597

Ⅱ　売上原価 14,516

売上総利益 3,080

Ⅲ　販売費及び一般管理費 2,313

営業利益 767

Ⅳ　営業外収益 73

Ⅴ　営業外費用 252

経常利益 588

Ⅵ　特別利益 7

Ⅶ　特別損失 38

税金等調整前四半期純利益 557

税金費用 200

少数株主利益 105

四半期純利益 250

 

 



（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（平成19年４月１日～12月31日）

前年同四半期
（平成20年３月期
第３四半期）

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 557

減価償却費 198

売上債権の増減額（増加：△） 1,425

棚卸資産の増減額（増加：△） △1,469

前渡金の減少額（増加：△） 114

仕入債務の増減額（減少：△） △1,288

前受金の増減額（減少：△） 300

その他 △512

小計 △674

法人税等の支払額 △1,158

その他 △27

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,860

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 △77

投資有価証券売却による支出 0

その他 52

投資活動によるキャッシュ・フロー △24

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入による収入 4,300

短期借入金返済による支出 △4,100

長期借入金返済による支出 △586

新株の発行による収入 3,348

配当金の支払額　 △203

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,757

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △7

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額 864

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期末残高 4,431

 



（３）セグメント情報

　　　　〔事業の種類別セグメント情報〕

　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）

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〕

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）

日本
（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 13,838 4,501 18,339 　        （741） 17,597

営業費用 12,718 4,213 16,931 　        （101） 16,830

営業利益 1,119 288 1,407 　        （640） 767

（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。

その他の地域……韓国、中国、台湾、アメリカ

 

〔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 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 8,890 1,755 10,646

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － 17,597

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
50.5 10.0 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．各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。

（1）アジア……………韓国、中国、台湾　

（2）その他の地域……アメリカ

３．海外売上高は、当社およ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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