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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30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 ％

22年3月期第1四半期 7,325 △19.0 479 △54.7 524 △47.1 351 △41.7
21年3月期第1四半期 9,038 ― 1,056 ― 992 ― 602 ―

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

22年3月期第1四半期 873.78 871.80
21年3月期第1四半期 1,430.07 1,424.58

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

22年3月期第1四半期 24,170 16,971 70.2 42,244.73
21年3月期 25,631 17,796 69.4 44,303.37

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  16,971百万円 21年3月期  17,796百万円

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

21年3月期 ― 0.00 ― 3,000.00 3,000.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 ― 3,000.00 3,000.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3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 14,800 △20.4 600 △76.5 600 △76.3 360 △77.1 896.11

通期 35,500 5.0 3,550 △17.7 3,500 △16.2 2,130 △17.4 5,301.99



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、6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） 

(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 
本資料に記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って大きく異なる結果と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あたっての注意事項等につきましては、6ページ【定性的情報・財務諸表等】 ３．連結業績予想に関す
る定性的情報 をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 421,736株 21年3月期  421,696株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  20,000株 21年3月期  20,000株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 401,723株 21年3月期第1四半期 420,670株



当第１四半期連結累計期間における当社グループを取り巻く事業環境は、各国政府の景気刺激策により景気の底打

ち感が見え始めるも、設備投資や個人消費は依然低迷しており、前年下期に引き続き厳しいものとなりました。ま

た、為替は、円ドルはほぼ想定レート（１ドル95円）で推移し、円ユーロは想定レート（１ユーロ120円）よりもユ

ーロ高で推移しましたが、前年同期比では、円に対して大幅なドル安、ユーロ安となりました。 

日本国内においては、景気刺激策により製造業活動は緩やかに持ち直しつつも、輸出や設備投資の大幅な減少、雇

用・所得環境の悪化が続いており、個人消費も低水準が続いています。米国では、金融不安は後退したものの、大手

自動車メーカーの早期再生などに伴い、失業率の上昇、在庫調整などが続いており、設備投資や個人消費も引き続き

低迷しています。欧州では、内外需の落ち込みや信用収縮による設備投資の縮小、雇用情勢の急速な悪化による個人

消費低迷などにより、景気後退の長期化が懸念されています。アジア・オセアニア地域では、総じて景気動向は引き

続き厳しいものの、中国は内需主導による景気回復が進み始めております。 

このような事業環境の下、当社グループの業績は期初の想定に対しては堅調に推移しておりますが、前年同期比で

は厳しい結果となりました。また、ユーザーインターフェース分野でのリードを強化するため、ウィンドウズ７に対

応するマルチタッチ・コンポーネントの開発や量産準備、プロフェッショナル向けDJ（ディスクジョッキー）機器

「nextbeat（ネクストビート）」の開発や欧州・日本の販売網の構築にも注力いたしました。前連結会計年度から法

制化された内部統制報告制度への対応も着実に進めました。 

これらの結果、当第１四半期連結累計期間の業績は売上高が7,324,760千円（前年同期比19.0％減）となり、営業

利益は478,823千円（同54.7％減）、経常利益は524,474千円（同47.1％減）、四半期純利益は351,019千円（同

41.7％減）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。 

① 電子機器事業 

電子機器事業の主要製品であるタブレット製品については、昨年来の世界的な景気後退による需要減退には底打

ち感があるものの、為替変動の影響を大きく受けました。プロフェッショナルグラフィックス・タブレットに関し

ては、３月に発売した「Intuos４（インテュオス）」が好評を博し、売上は順調に推移しました。一方、コンシュ

ーマグラフィックス・タブレットに関しては、「Bamboo（バンブー）」シリーズが個人消費低迷の影響を受け、売

上は減少しました。液晶一体型タブレットに関しても、企業の設備投資削減の影響を大きく受け、売上は減少しま

した。  

コンポーネント分野に関しては、昨年来の世界的な景気後退や為替変動の影響を受け、当社コンポーネント製品

の主要顧客先の販売が伸び悩んでいることに加え、競合環境にも変化があったことから、売上は前年同期を大幅に

下回りました。一方、タッチパネルの開発・量産化に大きな進展がありました。 

この結果、売上高は7,227,034千円（前年同期比18.3％減）、営業利益は977,858千円（同38.8％減）となりまし

た。 

② ECS事業 

ECS事業においては、事業環境は依然厳しく、製造業各社の設備投資の凍結や延期を受け、業績は低調でした。

そのような中にあって、電気設計用CADシステム「ECAD/dio（イーキャド・ディオ）Ver9.0」の既存ユーザーへの

販売とともに他社システムからECAD/dioへの置き換えに注力しました。また、当社のホームページを一新し訴求力

を強めることなどの施策により、引合いの増進を図りました。  

この結果、売上高は97,726千円（前年同期比48.6％減）、営業損失は34,102千円（前年同期は営業利益4,200千

円）となりました。 

  

所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

① 日本 

電子機器事業においては、プロフェッショナルグラフィックス・タブレットの「Intuos」シリーズは、３月に発

売した「Intuos４」の大手量販店を中心とした店頭での訴求展開や広告展開が効果を上げ、売上は前年同期を大幅

に上回りました。一方、コンシューマグラフィックス・タブレットに関しては、「Bamboo」シリーズが発売から１

年半経過したことや一部ユーザーが「Intuos４」へ移行したことから、売上は減少しました。液晶一体型タブレッ

トに関しては、前連結会計年度に発売した「DTU（ディーティーユー）-1931」が医療向けを中心に好評を博したも

のの、「Cintiq（シンティック）」シリーズの販売が景気後退により苦戦し、売上は前年同期を若干下回りまし

た。  

【定性的情報・財務諸表等】
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コンポーネント分野に関しては、前記の「事業の種類別セグメントの業績」のとおりです。 

また、ECS事業においても、前記の「事業の種類別セグメントの業績」のとおりです。 

この結果、売上高は2,533,961千円（前年同期比27.5％減）、営業利益は541,206千円（同62.4％減）となりまし

た。 

② 米国 

米国子会社が担当する米州市場においては、景気後退による消費減衰が回復せず、全般的に厳しい状況が続きま

した。そのような事業環境下にあっても、プロフェッショナルグラフィックス・タブレットに関しては、３月に発

売した「Intuos４」が好評を博し、売上は前年同期を大幅に上回りました。一方、コンシューマグラフィックス・

タブレットに関しては、「Bamboo」シリーズの販売が、台数は増加したものの、低価格帯製品の割合が高く、売上

は前年に及びませんでした。液晶一体型タブレットに関しては、プロフェッショナル向け製品やコンシューマ向け

製品よりも高価格帯の製品群であることから、企業や個人の購買意欲の低下は大きく、売上は前年同期を大幅に下

回りました。  

この結果、売上高は2,401,628千円（前年同期比13.0％減）、営業利益は68,222千円（同69.5％減）となりまし

た。 

③ ドイツ 

ドイツ子会社が担当する欧州市場においては、景気後退による影響が継続し、全般的に厳しい状況が続きまし

た。プロフェッショナルグラフィックス・タブレットに関しては、旧製品の流通在庫の影響もあり、販売台数と平

均単価が若干低下したことに加え、前年同期比で２割近い為替変動の影響を受けたため、売上は前年同期を大きく

下回りました。コンシューマグラフィックス・タブレットに関しては、現地通貨ベースでは前年同期並みに推移し

ましたが、為替変動の影響により、売上は減少しました。また、液晶一体型タブレットに関しては、教育市場向け

OEM案件や「Sign Pad（サインパッド）」が好調に推移し、為替変動の影響を受けながらも、売上は順調に伸びま

した。 

地域的には、ドイツ国内やフランス、スペインでの販売は回復基調にあるものの、英国、ロシア、東欧地域では

昨年に引き続き苦戦しました。 

この結果、売上高は1,497,654千円（前年同期比17.1％減）、営業損失は51,891千円（前年同期は営業損失3,903

千円）となりました。 

④ アジア・オセアニア 

アジア・オセアニア地域の子会社が担当する市場においては、プロフェッショナルグラフィックス・タブレット

「Intuos」シリーズに関しては、３月に発売した「Intuos４」が好評を博し、さらに「Intuos３」の教育市場向け

販売が好調だったことにより、売上は順調に推移しました。一方、コンシューマグラフィックス・タブレットに関

しては、前年から引き続き景気後退の影響を受け「Bamboo」シリーズの販売が回復せず、売上は前年同期を大幅に

下回りました。液晶一体型タブレットに関しては、為替の影響も加わり売上は減少しました。 

地域的には、韓国、台湾及び豪州の販売が回復したものの、成長市場であるインド及びアセアン地域が世界的な

景気後退の余波で減速しました。中国では、昨年の四川大地震、北京オリンピックによる物流規制などの影響で厳

しい経済環境が続いていましたが、政府の内需拡大策が功を奏し官公庁や教育機関などを中心に販売が進み、前年

同期並みまでに回復しました。  

この結果、売上高は891,517千円（前年同期比8.7％減）、営業利益は15,591千円（同81.3％減）となりました。
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① 資産、負債及び純資産の状況  

当第１四半期連結会計期間末における資産の残高は、前連結会計年度末と比べ1,461,188千円減少し、

24,169,869千円となりました。流動資産は、1,444,123千円減少し、19,364,082千円となりました。これは主に、

株主への配当金支払等により現金及び現金同等物が669,101千円減少したこと、需要減退による在庫調整によりた

な卸資産が475,360千円減少したことによるものです。固定資産は、17,065千円減少し、4,805,787千円となりまし

た。これは主に、有形固定資産及び無形固定資産の減価償却が進んだことによるものであります。 

負債の残高は、前連結会計年度末に比べ635,929千円減少し、7,198,641千円となりました。流動負債は、

675,489千円減少し、6,191,921千円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が630,189千円減少したこと

によるものです。固定負債は、39,560千円増加し、1,006,720千円となりました。これは主に、退職給付引当金と

役員退職慰労引当金が合計で19,923千円増加したことによるものであります。 

純資産の残高は、前連結会計年度末に比べ825,259千円減少し、16,971,228千円となりました。これは主に、四

半期純利益により351,019千円増加したものの、株主への配当金支払いにより1,205,088千円減少したことによるも

のです。 

② キャッシュ・フローの状況 

当第１四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、前連結会計年度末と比

べ、669,101千円減少（前年同期は1,517,020千円減少）し、当第１四半期連結会計期間末では、10,345,013千円と

なりました。 

当第１四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543,018千円（前年同期は668,998千円の使用）となりました。これは主に、税金

等調整前四半期純利益とたな卸資産の減少額が合計で1,026,483千円増加したものの、仕入債務が619,457千円減少

し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） 

投資活動の結果使用した資金は、188,269千円（前年同期は434,307千円の使用）となりました。これは主に、金

型等の固定資産の取得による支出190,294千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） 

財務活動の結果使用した資金は、1,040,731千円（前年同期は687,285千円の使用）となりました。これは主に、

配当金の支払額1,041,423千円等によるものであります。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報
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第１四半期連結累計期間における当社グループの業績は、前連結会計年度に引き続き世界的不況の影響を受けまし

たが、為替が期初の想定よりも円安で推移したこともあり、期初予測を上回る水準で推移しました。しかしながら、

事業環境は依然厳しく、世界的に景気の底打ちが見られるものの、今後も不透明な状況が続くことが予想されます。

従いまして、現段階では平成21年５月８日に公表しました連結業績予想に変更はございません。 

  

該当事項はありません。   

  

１．簡便な会計処理 

① 棚卸資産の評価方法 

当第１四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、前連結会計年度末の実地棚卸高

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 固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、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。 

③ 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等、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ので、前連結会計年度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ます。 

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

税金費用については、当第１四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。 

  

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
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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：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,345,013 9,994,114

受取手形及び売掛金 4,005,355 3,897,615

有価証券 500,000 1,520,000

商品及び製品 1,753,353 2,164,512

仕掛品 223,687 162,442

原材料及び貯蔵品 621,988 747,434

その他 1,945,358 2,357,777

貸倒引当金 △30,672 △35,689

流動資産合計 19,364,082 20,808,205

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,834,041 1,867,517

その他（純額） 2,140,091 2,102,640

有形固定資産合計 3,974,132 3,970,157

無形固定資産   

のれん 102,402 110,098

その他 519,124 538,427

無形固定資産合計 621,526 648,525

投資その他の資産   

その他 212,301 206,088

貸倒引当金 △2,172 △1,918

投資その他の資産合計 210,129 204,170

固定資産合計 4,805,787 4,822,852

資産合計 24,169,869 25,631,057

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,265,528 3,895,717

短期借入金 600,000 600,000

未払法人税等 35,805 414,881

賞与引当金 389,126 343,537

役員賞与引当金 59,478 －

その他 1,841,984 1,613,275

流動負債合計 6,191,921 6,867,410

固定負債   

退職給付引当金 431,036 420,151

役員退職慰労引当金 438,265 429,227

その他 137,419 117,782

固定負債合計 1,006,720 967,160

負債合計 7,198,641 7,834,570
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,195,698 4,195,345

資本剰余金 4,037,112 4,036,759

利益剰余金 11,443,445 12,297,513

自己株式 △1,848,486 △1,848,486

株主資本合計 17,827,769 18,681,131

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 △856,541 △884,644

評価・換算差額等合計 △856,541 △884,644

純資産合計 16,971,228 17,796,487

負債純資産合計 24,169,869 25,631,057
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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：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 9,037,972 7,324,760

売上原価 4,788,129 3,597,953

売上総利益 4,249,843 3,726,807

販売費及び一般管理費 3,193,667 3,247,984

営業利益 1,056,176 478,823

営業外収益   

受取利息及び配当金 21,857 7,274

為替差益 － 39,635

その他 5,588 2,509

営業外収益合計 27,445 49,418

営業外費用   

支払利息 2,843 2,597

為替差損 84,130 －

その他 4,561 1,170

営業外費用合計 91,534 3,767

経常利益 992,087 524,474

特別利益   

貸倒引当金戻入額 11,684 －

特別利益合計 11,684 －

特別損失   

固定資産売却損 － 149

固定資産除却損 783 452

特別損失合計 783 601

税金等調整前四半期純利益 1,002,988 523,873

法人税等 401,401 172,854

四半期純利益 601,587 351,019
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30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 1,002,988 523,873

減価償却費 141,891 144,752

引当金の増減額（△は減少） △230,124 117,709

受取利息及び受取配当金 △21,857 △7,274

支払利息 2,843 2,597

売上債権の増減額（△は増加） △604,198 △116,928

たな卸資産の増減額（△は増加） △116,029 502,610

仕入債務の増減額（△は減少） 126,112 △619,457

その他 136,223 383,123

小計 437,849 931,005

利息及び配当金の受取額 10,621 19,234

利息の支払額 △2,848 △2,666

法人税等の支払額 △1,114,620 △404,555

営業活動によるキャッシュ・フロー △668,998 543,018

投資活動によるキャッシュ・フロー   

固定資産の取得による支出 △381,806 △190,294

その他 △52,501 2,025

投資活動によるキャッシュ・フロー △434,307 △188,269

財務活動によるキャッシュ・フロー   

株式の発行による収入 221,813 692

配当金の支払額 △909,098 △1,041,423

財務活動によるキャッシュ・フロー △687,285 △1,040,731

現金及び現金同等物に係る換算差額 273,570 16,881

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,517,020 △669,101

現金及び現金同等物の期首残高 13,577,194 11,014,114

現金及び現金同等物の四半期末残高 12,060,174 10,345,013
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 該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

（注）１．事業区分の方法 

事業は、製品の系列及び管理上の事業区分を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

３．会計処理の方法の変更 

前第１四半期連結累計期間 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

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、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。なお、これによる損益に与える影響は軽微

であります。 

  

（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） 

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、これによる損益に与える影響は軽微であります。  

（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〕

  
電子機器事業
（千円） 

ＥＣＳ事業
（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  8,847,890  190,082  9,037,972  －  9,037,972

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  8,847,890  190,082  9,037,972  －  9,037,972

営業利益  1,598,913  4,200  1,603,113 (546,937)  1,056,176

  
電子機器事業
（千円） 

ＥＣＳ事業
（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  7,227,034  97,726  7,324,760  －  7,324,760

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  7,227,034  97,726  7,324,760  －  7,324,760

営業利益（△は営業損失）  977,858  △34,102  943,756 (464,933)  478,823

事業区分 主要製品

電子機器事業 
プロフェッショナルグラフィックス・タブレット、コンシューマグラフィック

ス・タブレット、液晶一体型タブレット、コンポーネント 他 

ＥＣＳ事業 ECADシリーズ 他 
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前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30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．アジア・オセアニアの区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

アジア・オセアニア……中国、韓国、豪州、香港、シンガポール、台湾 

３. 欧州区分は、前連結会計年度において、ワコムコンポーネントヨーロッパ（英国）を清算結了したことに伴

い、当第１四半期連結累計期間より、ドイツに変更しております。なお、これによる損益に与える影響はあ

りません。 

４．会計処理の方法の変更 

前第１四半期連結累計期間  

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

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、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。なお、これによる損益に与える影響は軽微

であります。 

  

（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） 

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、これによる損益に与える影響は軽微であります。    

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（千円） 
米国

（千円） 
欧州

（千円） 

アジア・
オセアニア
（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 
 3,495,692  2,759,713  1,806,339  976,228  9,037,972  －  9,037,972

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 3,807,604  54,232  －  7,623  3,869,459 (3,869,459)  －

計  7,303,296  2,813,945  1,806,339  983,851  12,907,431 (3,869,459)  9,037,972

営業利益（△は営業損失）  1,438,621  223,813  △3,903  83,352  1,741,883 (685,707)  1,056,176

  
日本 

（千円） 
米国

（千円） 
ドイツ
（千円） 

アジア・
オセアニア
（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 
 2,533,961  2,401,628  1,497,654  891,517  7,324,760  －  7,324,760

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 2,519,742  136,513  9,551  49,096  2,714,902 (2,714,902)  －

計  5,053,703  2,538,141  1,507,205  940,613  10,039,662 (2,714,902)  7,324,760

営業利益（△は営業損失）  541,206  68,222  △51,891  15,591  573,128 (94,305)  478,823
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前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30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。 

北米…………………………米国、カナダ 

欧州…………………………英国、ドイツ、フランス、オランダ他 

アジア・オセアニア………韓国、台湾、豪州、中国他 

その他………………………中東、南米、アフリカ等 

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。 

  

 該当事項はありません。 

   

〔海外売上高〕

  北米 欧州
アジア・
オセアニア 

その他 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  2,744,073  1,756,403  2,494,869  115,337  7,110,682

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  －  9,037,972

Ⅲ 連結売上高に占める海外

売上高の割合（％） 
 30.4  19.4  27.6  1.3  78.7

  北米 欧州
アジア・
オセアニア 

その他 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  2,438,182  1,360,607  1,570,880  176,669  5,546,338

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  －  7,324,760

Ⅲ 連結売上高に占める海外

売上高の割合（％） 
 33.3  18.6  21.4  2.4  75.7

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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