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1.  平成21年12月期第1四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年3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12月期第1四半期 5,722 ― 488 ― 483 ― 262 ―

20年12月期第1四半期 6,631 △0.1 1,560 15.8 1,539 17.2 782 △1.5

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12月期第1四半期 9.28 ―

20年12月期第1四半期 27.61 ―

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12月期第1四半期 23,247 16,266 70.0 574.37
20年12月期 24,193 16,320 67.4 576.28

（参考） 自己資本   21年12月期第1四半期  16,262百万円 20年12月期  16,317百万円

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12月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00
21年12月期 ―

21年12月期 
（予想）

10.00 ― 10.00 20.00

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

7,900 ― 380 ― 355 ― 200 ― 7.06

通期 14,500 △25.5 500 △79.2 450 △81.0 258 △82.6 9.11
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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．上記予想は本資料の発表日現在において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、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果と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」に基づいて四半期連結財務諸表を作成しております。 

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12月期第1四半期 30,250,000株 20年12月期  30,250,000株

② 期末自己株式数 21年12月期第1四半期  1,937,176株 20年12月期  1,934,677株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第1四半期 28,313,951株 20年12月期第1四半期 28,320,845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

２．連結財政状態に関する定性的情報

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

３．連結業績予想に関する定性的情報

　営業活動によるキャッシュ・フローは、10億２千２百万円の減少となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益４億
７千万円の計上はありましたが、売上債権が17億９千万円増加し、また、法人税等の支払６億３千４百万円をしたことにより減
少したものであります。

　当第１四半期は前第１四半期と比較して、減収、減益となりましたが、当初計画の範囲内で推移しており、平成21年１月30日
発表の第２四半期連結累計期間および通期の業績予想に変更はありません。

　以上の結果、現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ20億３千２百万円減少し、当第１四半期末には19億８千３百万
円となりました。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、４億３千４百万円の支出となりました。これは主に、社債の一部償還２億円、およ
び、配当金２億３千３百万円の支払をしたことによるものであります。

　当第１四半期におけるわが国経済は、欧米景気の悪化などを背景に欧米向けの輸出減少幅が拡大したことに加え、新興国・資
源国向けも減少に転じるなど、輸出の急減がもたらす深刻な後退局面の中で推移してまいりました。

　自動車業界関連を中心とした大幅な設備投資抑制の影響で、売上高は56億８千５百万円（前年同期比7.6％減収）となりまし
た。損益面につきましては、主に収益性のよい見込生産品の販売高が減少したこと、開発要素を含む受注生産品の売上比率が高
かったことなどにより、営業利益は８億円（前年同期比56.0％減益）となりました。

　事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。

　このような事業環境のなか、グループを挙げての新製品開発・積極的な受注販売活動を進めてまいりましたものの、自動車業
界関連を中心とした大幅な設備投資抑制の影響で、受注高は前年同期比60.7％減の18億４千７百万円、売上高は前年同期比
13.7％減収の57億２千２百万円となり、受注残高は41億１千２百万円（前年同期比47.6％減）となりました。

（計測機器事業）

　損益面につきましては、営業利益は前年同期比68.7％減益の４億８千８百万円となりました。これは、主に収益性のよい見込
生産品の販売高が減少したこと、開発要素を含む受注生産品の売上比率が高かったこと、新横浜に新設した新本社ビルの開設費
用を計上したことなどによるものです。この結果、経常利益は前年同期比68.6％減益の４億８千３百万円となりました。また、
四半期純利益は、前年同期比66.4％減益の２億６千２百万円となりました。
　なお、平成21年１月１日付でマスク（コンタクト）露光機の製造販売を主な内容とする事業を譲渡しておりますが、上記の前
年同期実績には同事業を含めております。

　当第１四半期末において、総資産は232億４千７百万円となり、前連結会計年度末と比べ９億４千６百万円の減少となりまし
た。これは主に、たな卸資産の減少によるものであります。負債は69億８千１百万円となり、前連結会計年度末と比べ８億９千
１百万円の減少となりました。これは主に、仕入債務の減少、法人税等の支払い、および社債の一部償還によるものでありま
す。また、純資産は162億６千６百万円となり、前連結会計年度末と比べ５千４百万円の減少となりました。これは主に、その
他有価証券評価差額金が減少したことによるものであります。

　外部顧客に対する売上高は前年同期比４百万円（9.7％）減収の３千７百万円となり、営業利益は前年同期比３百万円
（25.2％）減益の９百万円となりました。

（その他事業）

　投資活動によるキャッシュ・フローは、６億１百万円の支出となりました。これは主に、マスク（コンタクト）露光機の製造
販売を主な内容とする事業の譲渡による収入３億５千万円はありましたが、新社屋ビル建設費用をはじめとする有形固定資産の
取得による支出９億３千４百万円があったことによるものであります。

　次に、当第１四半期におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

　なお、事業の種類別セグンメントの区分は従来、計測機器事業・電子産業自動化機器事業･その他事業の区分によっておりま
したが、当第１四半期連結累計期間において電子産業自動化機器事業の主要な事業であるマスク（コンタクト）露光機の製造販
売を主な内容とする事業を譲渡したことにより、計測機器事業・その他事業の区分に変更しております。
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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）

　 該当事項はありません。

(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簡便な会計処理

　　1）固定資産の減価償却の算定方法

   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)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「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用
　当第１四半期連結会計期間より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会　企業会計基準第12号　平成
19年３月14日）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会　企業会計基準適用指針第14号
平成19年３月14日）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。

　減価償却の方法として、定率法を採用している固定資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して
算定する方法によっております。

（追加情報）
　当第１四半期連結会計期間より、機械装置の耐用年数については、法人税法の改正を契機として見直しを行い、改正後の
法人税法に基づく耐用年数に変更しております。
　これにより、従来の方法によった場合と比べ、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９百万円
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。

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、主として原価法によっておりましたが、当第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　企業会計基準第９号　平成18年７月５日）を適用し
たことに伴い、主として原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。
　なお、これに伴う当第１四半期連結会計期間の損益及びセグメント情報に与える影響は軽微であります。

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
　当第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、これに伴う当第１四半期連結会計期間の損益及びセグメント情報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１四半期連結会計期間末
(平成21年３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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,023 4,055

受取手形及び売掛金 5,629 3,937

製品 183 211

半製品 365 387

原材料及び貯蔵品 377 370

仕掛品 1,638 2,616

繰延税金資産 173 144

その他 55 433

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 10,445 12,154

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,904 2,623

土地 5,050 5,050

その他（純額） 1,096 2,572

有形固定資産合計 11,051 10,246

無形固定資産 153 134

投資その他の資産   

投資有価証券 760 858

繰延税金資産 608 574

その他 229 225

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 1,596 1,657

固定資産合計 12,801 12,038

資産合計 23,247 24,193

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,510 2,709

1年内償還予定の社債 400 400

未払法人税等 229 672

賞与引当金 327 81

その他 1,261 1,429

流動負債合計 4,728 5,293

固定負債   

社債 800 1,000

退職給付引当金 1,349 1,379

役員退職慰労引当金 77 138

その他 25 60

固定負債合計 2,252 2,579

負債合計 6,981 7,872
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３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12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,134 7,134

資本剰余金 3,151 3,151

利益剰余金 7,421 7,442

自己株式 △1,337 △1,336

株主資本合計 16,370 16,391

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △63 △7

繰延ヘッジ損益 △1 －

為替換算調整勘定 △42 △66

評価・換算差額等合計 △108 △73

少数株主持分 4 3

純資産合計 16,266 16,320

負債純資産合計 23,247 24,193
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 5,722

売上原価 3,919

売上総利益 1,803

販売費及び一般管理費 1,315

営業利益 488

営業外収益  

受取利息 0

受取配当金 0

賃貸収入 9

その他 4

営業外収益合計 14

営業外費用  

支払利息 0

社債利息 2

売上割引 6

支払手数料 4

賃貸収入原価 3

その他 1

営業外費用合計 19

経常利益 483

特別損失  

固定資産除却損 3

投資有価証券評価損 8

特別損失合計 12

税金等調整前四半期純利益 470

法人税、住民税及び事業税 226

法人税等調整額 △22

法人税等合計 203

少数株主利益 4

四半期純利益 262
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３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 470

減価償却費 185

賞与引当金の増減額（△は減少） 245

退職給付引当金の増減額（△は減少） △30

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △61

受取利息及び受取配当金 △0

支払利息及び社債利息 2

固定資産除却損 3

売上債権の増減額（△は増加） △1,790

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,030

仕入債務の増減額（△は減少） △207

未払消費税等の増減額（△は減少） △111

その他 △119

小計 △380

利息及び配当金の受取額 0

利息の支払額 △7

法人税等の支払額 △634

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,022

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 △934

無形固定資産の取得による支出 △8

投資有価証券の取得による支出 △4

事業譲渡による収入 350

その他 △3

投資活動によるキャッシュ・フロー △601

財務活動によるキャッシュ・フロー  

社債の償還による支出 △200

自己株式の純増減額（△は増加） △0

配当金の支払額 △233

財務活動によるキャッシュ・フロー △434

現金及び現金同等物に係る換算差額 25

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,032

現金及び現金同等物の期首残高 4,015

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,983
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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１四半期連結累計期間(自　平成21年１月１日　　至　平成21年３月31日)

項目
計測機器事業

(百万円)
その他事業
(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 5,685 37 5,722 － 5,722

　(2)ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部

　　 売上高又は振替高 － 191 191 （　　 191) －  

計 5,685 229 5,914 （　　 191) 5,722

営業費用 4,885 219 5,104 130 5,234

営業利益 800 9 810 （　　 321) 488

（注）１　事業区分は、製品の種類、販売経路等を考慮して行っております。

　　　２　各事業の主な製品

          (１)計測機器事業…………………回転・速度計測機器、寸法・変位計測機器、データ処理解析装置、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　トルク計測機器、自動車性能計測機器及びシステム、周辺機器及びその他

　　　　　(２)その他事業……………………損害保険代理業務及び不動産管理業務、労働者派遣業等

　　　３　営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は315百万円であり、その主なものは、

        親会社本社の総務部門等管理部門に係る費用であります。

　　　４　従来、計測機器事業・電子産業自動化機器事業･その他事業の区分によっておりましたが、当第１四半期連結累計期間

　　　　において電子産業自動化機器事業の主要な事業であるマスク（コンタクト）露光機の製造販売を主な内容とする事業を

　　　　譲渡したことにより、計測機器事業・その他事業の区分に変更しております。

　　　５　当第１四半期連結会計期間より、機械装置の耐用年数については、法人税法の改正を契機として見直しを行い、

　　　　改正後の法人税法に基づく耐用年数に変更しております。
　　　　　これにより、従来の方法によった場合と比べ、「計測機器事業」の当第１四半期連結会計期間の営業費用は９百万円

　　　　増加し営業利益は同額減少しております。

〔所在地別セグメント情報〕

    当第１四半期連結累計期間(自　平成21年１月１日　　至　平成21年３月31日)

　　　　全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の

      記載を省略しております。

〔海外売上高〕　

    当第１四半期連結累計期間(自　平成21年１月１日　　至　平成21年３月31日)

　 アジア 北 米 欧 州 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 167 200 5 373

Ⅱ 連結売上高(百万円) 5,722

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 2.92 3.51 0.10 6.53

（注）１　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。

      ２　国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域

　　　　（1）国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

　　　　（2）各区分に属する主な国又は地域　

　　　　　　(ｲ) アジア……………………中国・韓国・台湾・タイ　

　　　　　　(ﾛ) 北米………………………アメリカ・カナダ

　　　　　　(ﾊ) 欧州………………………ドイツ・イギリス

　　　　　　(ﾆ) その他の地域……………オーストラリア・南アフリカ

(6)株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
　　当第１四半期連結累計期間（自　平成21年１月１日　　至　平成21年３月31日）

　　　該当事項はありません。

　　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」に基
づいて四半期連結財務諸表を作成しております。

0

0.00
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(7)生産、受注及び販売の状況

　

①生産実績

当四半期における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりであります。

計測機器事業 5,463

その他事業 －

合計 5,463

（注）１　セグメント間の取引については相殺消去しております。

　　　２　上記金額は販売価格によっております。

　　　３　上記金額は消費税等を含んでおりません。

　　　４　従来、計測機器事業・電子産業自動化機器事業・その他事業の区分によっておりましたが、当第１四半期

　　　連結累計期間において、電子産業自動化機器事業の主要な事業であるマスク（コンタクト）露光機の製造

　　　販売を主な内容とする事業を譲渡したことにより、計測機器事業・その他事業の区分に変更しております。

②受注実績

当四半期における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりであります。

計測機器事業 1,809 4,112

その他事業 37 －

合計 1,847 4,112

（注）１　セグメント間の取引については相殺消去しております。

　　　２　上記金額は消費税等を含んでおりません。

　　　３　従来、計測機器事業・電子産業自動化機器事業・その他事業の区分によっておりましたが、当第１四半期

　　　連結累計期間において、電子産業自動化機器事業の主要な事業であるマスク（コンタクト）露光機の製造

　　　販売を主な内容とする事業を譲渡したことにより、計測機器事業・その他事業の区分に変更しております。

③販売実績

当四半期における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりであります。

計測機器事業 5,685

その他事業 37

合計 5,722

（注）１　セグメント間の取引については相殺消去しております。

　　　２　上記金額は消費税等を含んでおりません。

　　　３　従来、計測機器事業・電子産業自動化機器事業･その他事業の区分によっておりましたが、当第１四半期

　　　連結累計期間において、電子産業自動化機器事業の主要な事業であるマスク（コンタクト）露光機の製造

　　　販売を主な内容とする事業を譲渡したことにより、計測機器事業・その他事業の区分に変更しております。

受注残高(百万円)

事業の種類別セグメントの名称

事業の種類別セグメントの名称

事業の種類別セグメントの名称

販売高(百万円)

生産高（百万円）

受注高(百万円)
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【参考】

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 金額（百万円）

Ⅰ売上高 6,631

Ⅱ売上原価 　 3,726

売上総利益 　 2,905

Ⅲ販売費及び一般管理費 1,344

営業利益 1,560

Ⅳ営業外収益 

1 受取利息 0

2 受取配当金 0

3 賃貸収入 2

4 その他 4 7

Ⅴ営業外費用 

1 社債利息 3

2 売上割引 7

3 ファクタリング手数料 3

4 為替差損 12

5 その他 1 28

経常利益 1,539

Ⅵ特別損失 

1 固定資産除却損 4

2 過年度役員退職慰労引当金繰入額 121 126

税金等調整前四半期純利益 1,413

法人税、住民税及び事業税 596

法人税等調整額 32 628

少数株主利益 2

四半期純利益 782

前第１四半期連結累計期間
(自 平成20年１月１日
 至 平成20年３月31日)
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(2)（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー

1 税金等調整前四半期純利益 1,413

2 減価償却費 144

3 賞与引当金の増減額　　（△減少） 226

4 退職給付引当金の増減額（△減少） △ 24

5 役員退職慰労引当金の増減額（△減少） 125

6 受取利息及び受取配当金 △ 0

7 社債利息 3

8 固定資産除却損 4

9 売上債権の増減額　　　（△増加） △ 2,459

10 たな卸資産の増減額　　（△増加） 506

11 仕入債務の増減額　　　（△減少） 408

12 未払消費税等の増減額　（△減少） 121

13 その他 △ 213

256

14 利息及び配当金の受取額 0

15 利息の支払額   　 　 △ 1

16 法人税等の支払額 △ 513

△ 257

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー

1 有形固定資産の取得による支出 △ 395

2 無形固定資産の取得による支出 △ 10

3 投資有価証券の取得による支出 △ 0

4 その他 △ 1

△ 407

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー

1 社債の償還による支出 △ 200

2 自己株式の取得による支出 △ 1

3 配当金の支払額 △ 261

4 その他 0

△ 462

Ⅳ現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 19

Ⅴ現金及び現金同等物の増減額（△減少） △ 1,148

Ⅵ現金及び現金同等物の期首残高 4,178

Ⅶ現金及び現金同等物の四半期末残高 3,030

　財務活動によるキャッシュ・フロー

金額（百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自 平成20年１月１日
　至 平成20年３月31日)

　投資活動によるキャッシュ・フロー

区分

小計

　営業活動によるキャッシュ・フロー
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(3)セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

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

項目
計測機器事業
(百万円)

電子産業自動
化機器事業
(百万円)

その他事業
(百万円)

計
(百万円)

連結
(百万円)

売 上 高

　(1)外部顧客に

　　 対する売上高 6,155 435 41 6,631 － 6,631

　(2)ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部

　　 売上高又は振替高 － － 201 201 ( 201 ) － 

計 6,155 435 242 6,833 ( 201 ) 6,631

営業費用 4,335 378 229 4,942 128 5,071

営業利益 1,820 57 12 1,890 ( 329 ) 1,560

（注）１　事業区分は、製品の種類、販売経路等を考慮して行っております。
　　　２　各事業の主な製品
          (１)計測機器事業…………………回転・速度計測機器、寸法・変位計測機器、データ処理解析装置、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　トルク計測機器、自動車性能計測機器及びシステム、周辺機器及びその他
　　　　　(２)電子産業自動化機器事業……電子産業自動化機器及びシステム
　　　　　(３)その他事業……………………損害保険代理業務及び不動産管理業務、労働者派遣業等
　　　３　営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は319百万円であり、その主なものは、
        親会社本社の総務部門等管理部門に係る費用であります。
　　　４　当連結会計年度から取締役退職慰労金支給内規および監査役退職慰労金支給内規に基づく期末要支給見込額
　　　　を役員退職慰労引当金として計上する方法に変更いたしました。
　　　　　この変更に伴い、従来と同一の方法によった場合に比べ、「消去又は全社」の当第１四半期の営業費用は
　　　　４百万円増加し営業利益は同額減少しております。

〔所在地別セグメント情報〕

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

　　　　全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の

      記載を省略しております。

〔海外売上高〕　

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

アジア 北 米 欧 州 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 455 169 32 667

Ⅱ 連結売上高(百万円) 6,631

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 6.87 2.55 0.49 10.06

（注）１　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。

      ２　国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域

　　　　（1）国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

　　　　（2）各区分に属する主な国又は地域　

　　　　　　(ｲ) アジア……………………中国・韓国・台湾　

　　　　　　(ﾛ) 北米………………………アメリカ・カナダ

　　　　　　(ﾊ) 欧州………………………ドイツ・イギリス

　　　　　　(ﾆ) その他の地域……………オーストラリア・南アフリカ

0.15

消去又は全社
(百万円)

9
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