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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 5,935 △36.0 △623 ― △578 ― △519 ―

21年3月期第1四半期 9,270 ― 1,162 ― 1,220 ― 715 ―

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 △17.98 ―

21年3月期第1四半期 27.11 ―

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 38,740 26,299 60.4 809.83
21年3月期 37,810 26,105 61.9 809.82

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  23,394百万円 21年3月期  23,394百万円

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 ― 8.00 ― 6.00 14.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

6.00 ― 6.00 12.00

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

12,600 △31.8 △230 ― △70 ― △230 ― △8.00

通期 27,500 △13.2 530 △58.6 1,000 △16.8 450 ― 15.58
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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、５頁【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(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 

・上記の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、実際の業績は、今後様々な要因によって異なる結果となる可
能性があります。 

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 28,978,860株 21年3月期  28,978,860株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  89,980株 21年3月期  89,711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 28,888,936株 21年3月期第1四半期 26,390,432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 

当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、輸出、生産は持ち直しの動きがみられ

たものの、企業収益・設備投資の大幅な減少や雇用情勢の悪化など依然厳しい状況のなかで

の推移となりました。世界経済におきましても、アジアを中心に持ち直しに向けた動きがみ

られたものの、米国や欧州の景気は後退しており、引き続き深刻な状況にあります。 

また、当社グループが関連する自動車業界におきましては、在庫調整の進展などにより需

要減少の底打ち感はあるものの、かつてない大幅かつ急激な需要減少の影響は深刻であり、

前年同期に比べ、極めて低い水準での推移となりました。 

このような状況のもと、当社グループは、「基盤強化」、「永続的発展」、「企業風土改革」を

柱とする経営方針の達成に鋭意取り組むとともに、引き続き、生産体制の合理化や海外事業

展開の推進などの諸施策を積極的に展開し、さらには、厳しい経営環境に対応すべく生産体

制の見直しや様々なコスト削減等の施策を講じてまいりました。 

当第１四半期連結累計期間の業績としましては、売上高につきましては、自動車需要の低

迷による受注の大幅な減少や為替換算の影響などにより、前年同期を大きく下回る、59 億 35

百万円（前年同期比 36.0％減）となりました。損益面につきましては、原価低減等による効

果が減産・減収に伴う減益を補うにいたらず、営業損失は、６億 23 百万円、経常損失は、５

億 78 百万円、四半期純損失は、５億 19 百万円となりました。 

 

 

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。 

 

〔自動車用部品〕 

当事業におきましては、北米子会社の連結効果はあったものの、世界的な自動車需要の低

迷や為替換算の影響により大幅な減収となりました。 

製品別の業績としましては、四輪車用および二輪車用エンジンバルブにつきましては、ア

ジア生産拠点の減速や国内生産における欧米向け製品・モータースポーツ用製品の減少によ

り減収となりました。自動車用精密鍛造歯車につきましては、欧米における需要低迷により

減収、バルブリフターにつきましては、韓国関連会社の連結除外や需要の低迷により減収、

ＮＴ－ＶＣＰにつきましては、北米向け製品の需要低迷により減収となりました。 

この結果、当事業の売上高は、47 億 12 百万円（前年同期比 36.3％減）、営業損失は、減産・

減収の影響などにより、２億 85 百万円となりました。 

 

〔その他〕 

当事業におきましては、当事業製品の関連業界における需要低迷、在庫調整により大幅な

減収となりました。 

製品別の業績としましては、陸上および船舶用エンジンバルブにつきましては、景気後退

の影響が海運および造船業界へも波及し、好調であった船舶用関連製品が減収、汎用製品に

ついても北米における需要低迷により減収となりました。精密鍛造歯車につきましては、産

業機械の需要低迷により減収となりました。機械設備につきましては、アジア生産拠点への

販売減少により減収となりました。 

この結果、当事業の売上高は、12 億 34 百万円（前年同期比 39.5％減）、営業損失は、減産・

減収の影響などにより、２億 38 百万円となりました。 
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所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。 

 

〔日本〕 

当社グループの主要な事業拠点である当所在地におきましては、世界的な景気後退により、

自動車、船舶、産業機械等の関連する各業界における国内外の需要が軒並み低迷しており、

二輪車用エンジンバルブ、精密鍛造歯車、ＮＴ－ＶＣＰについては、前年同期に比べ、半分

以下の販売水準となるなど、大幅な減収となりました。 

この結果、当所在地の売上高は、42 億 87 百万円（前年同期比 40.0％減）、営業損失は、減

産・減収の影響などにより、６億 64 百万円となりました。 

 

〔アジア〕 

当所在地におきましては、景気後退の影響による需要低迷および為替換算の影響により、

台湾・タイ・インドネシアいずれの生産拠点においても減収となりました。また、韓国にお

いては前第２四半期に株式の一部を売却したことにより関連会社を連結除外としていること

から減収となっております。 

この結果、当所在地の売上高は、10 億 19 百万円（前年同期比 57.1％減）、営業利益は、減

産・減収の影響などにより、１億 81 百万円（前年同期比 70.9％減）となりました。 

 

〔北米〕 

当所在地におきましては、景気後退により自動車需要は低迷しておりますが、前第３四半

期より米国における関連会社の持分を増加し連結対象子会社としたことにより損益計算書を

取り込むことになり増収となりました。 

この結果、当所在地の売上高は、７億 16 百万円（前年同期比 509.3％増）、営業損失は、

減産・減収の影響などにより、93 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 

 ①資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期末における総資産は、387 億 40 百万円となり、前連結会計年度末と比較して

９億 29 百万円の増加となりました。 

資産の部では、流動資産は、135 億 99 百万円となり、前連結会計年度末と比較して２億 14

百万円の増加となりました。この主な要因は現金及び預金が３億 15 百万円増加したことなど

によるものであります。 

固定資産は、251 億 41 百万円となり、前連結会計年度末と比較して７億 15 百万円の増加

となりました。この主な要因は投資有価証券が９億 70 百万円増加したこなどによるものであ

ります。 

負債の部では、流動負債は、85 億 79 百万円となり、前連結会計年度末と比較して６億４

百万円の増加となりました。この主な要因は短期借入金が８億 75 百万円増加したことなどに

よるものであります。 

固定負債は、38 億 61 百万円となり、前連結会計年度末と比較して１億 32 百万円の増加と

なりました。この主な要因は繰延税金負債が３億 19 百万円増加したことなどによるものであ

ります。 

純資産の部では、262 億 99 百万円となり、前連結会計年度末と比較して１億 93 百万円の

増加となりました。この主な要因はその他有価証券評価差額金が４億 90 百万円増加したこと

などによるものであります。 
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 ②キャッシュ・フローの状況 

   当第１四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は17億52百万円となり

前連結会計年度末と比較して３億15百万円増加しました。 

   営業活動により得られた資金は、91百万円となりました。その主な要因はたな卸資産の減少により

資金が得られたことによるものであります。 

   投資活動により使用した資金は、４億 39 百万円となりました。その主な要因は有形固定資産の取

得による支出によるものであります。 

   財務活動により得られた資金は、６億３百万円となりました。その主な要因は短期借入金の増加に

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 

   平成 22 年３月期の業績予想は、当第１四半期の業績が概ね計画通りに進捗しており、業績環境に

つきましても想定範囲内であることから、平成21年５月14日に発表致しました第２四半期及び通期

の業績予想に変更はありません。 

 

４． その他 

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更に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 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

  当第１四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、実地棚卸を省略して前連結会計年

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。 

また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売

却価額を見積り、簿価切下げを行う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

時差異などの発生状況に著しい変化がないと認められる場合は、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。 

   ④固定資産の減価償却費の算定方法 

減価償却方法で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。 

   ⑤経過勘定項目の算定方法 

     合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。 

 

 （３）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

法人税等の計算  

  当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又は損失に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

 

（４）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 

該当事項はありません。 
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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 1,752,962 1,437,395

受取手形及び売掛金 5,392,480 5,334,252

商品及び製品 1,528,996 1,612,387

仕掛品 1,024,911 1,103,569

原材料及び貯蔵品 2,070,482 2,213,556

繰延税金資産 326,751 353,076

その他 1,504,896 1,332,545

貸倒引当金 △2,117 △1,679

流動資産合計 13,599,363 13,385,103

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,474,369 5,543,853

機械装置及び運搬具（純額） 6,115,932 5,963,672

土地 2,203,186 2,190,435

建設仮勘定 692,481 1,037,148

その他（純額） 323,479 337,479

有形固定資産合計 14,809,449 15,072,590

無形固定資産   

のれん 1,157,846 1,225,955

その他 51,014 49,583

無形固定資産合計 1,208,861 1,275,538

投資その他の資産   

投資有価証券 8,111,765 7,141,049

出資金 940 940

長期貸付金 503,488 484,777

繰延税金資産 310,499 255,332

その他 196,126 195,194

投資その他の資産合計 9,122,818 8,077,294

固定資産合計 25,141,129 24,425,423

資産合計 38,740,493 37,810,526
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,673,310 2,692,790

短期借入金 3,760,634 2,884,874

未払法人税等 50,920 54,633

繰延税金負債 294,747 276,502

賞与引当金 87,037 377,490

役員賞与引当金 － 42,950

その他 1,712,864 1,646,172

流動負債合計 8,579,515 7,975,413

固定負債   

長期未払金 27,100 100,100

長期借入金 701,000 787,500

繰延税金負債 556,247 237,026

退職給付引当金 2,558,612 2,584,653

その他 18,892 20,203

固定負債合計 3,861,852 3,729,483

負債合計 12,441,367 11,704,896

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,530,543 4,530,543

資本剰余金 4,506,958 4,506,958

利益剰余金 13,416,933 14,109,822

自己株式 △45,098 △45,023

株主資本合計 22,409,336 23,102,300

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,347,611 1,857,325

為替換算調整勘定 △1,361,989 △1,564,698

評価・換算差額等合計 985,622 292,626

少数株主持分 2,904,166 2,710,702

純資産合計 26,299,125 26,105,629

負債純資産合計 38,740,493 37,810,526
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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 9,270,730 5,935,016

売上原価 7,470,755 5,949,881

売上総利益又は売上総損失（△） 1,799,974 △14,865

販売費及び一般管理費 637,152 608,661

営業利益又は営業損失（△） 1,162,821 △623,527

営業外収益   

受取利息 12,796 7,991

受取配当金 74,274 39,639

持分法による投資利益 － 41,553

雑収入 13,301 9,789

営業外収益合計 100,371 98,974

営業外費用   

支払利息 11,621 15,958

為替差損 29,539 26,675

雑損失 1,587 11,052

営業外費用合計 42,748 53,686

経常利益又は経常損失（△） 1,220,444 △578,239

特別利益   

有形固定資産売却益 4,703 7

特別利益合計 4,703 7

特別損失   

有形固定資産売却損 1,595 －

有形固定資産除却損 7,813 1,301

本社工場再整備費 10,527 －

特別損失合計 19,936 1,301

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

1,205,211 △579,533

法人税等 292,231 △116,729

少数株主利益 197,637 56,749

四半期純利益又は四半期純損失（△） 715,343 △519,553
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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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

1,205,211 △579,533

減価償却費 615,077 542,135

のれん償却額 － 68,108

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,908 330

賞与引当金の増減額（△は減少） △275,298 △290,452

退職給付引当金の増減額（△は減少） 24,599 △28,144

受取利息及び受取配当金 △87,070 △47,631

支払利息 11,621 15,958

為替差損益（△は益） 5,967 40,484

持分法による投資損益（△は益） － △41,553

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） 4,705 1,293

売上債権の増減額（△は増加） △268,176 △9,534

たな卸資産の増減額（△は増加） 45,718 347,955

仕入債務の増減額（△は減少） △432,648 △79,140

未払消費税等の増減額（△は減少） 32,193 29,279

その他 △30,921 △23,241

小計 845,070 △53,685

利息及び配当金の受取額 91,405 59,563

利息の支払額 △12,557 △14,649

法人税等の支払額 △378,661 99,842

営業活動によるキャッシュ・フロー 545,257 91,070

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 △1,270 －

定期預金の払戻による収入 287,100 －

有形及び無形固定資産の取得による支出 △1,216,856 △369,644

有形及び無形固定資産の売却による収入 4,742 7

投資有価証券の取得による支出 △2,713 △144,349

長期貸付けによる支出 △112,711 △2,909

長期貸付金の回収による収入 － 793

その他 △2,761 76,167

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,044,470 △439,933
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(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) 

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 1,990,600 7,728,423

短期借入金の返済による支出 △1,467,000 △6,862,176

長期借入金の返済による支出 △77,298 △86,500

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △2,078

自己株式の取得による支出 △131 △75

配当金の支払額 △189,190 △156,576

少数株主への配当金の支払額 △169,412 △17,547

その他 66 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 87,634 603,469

現金及び現金同等物に係る換算差額 △166,905 60,961

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △578,483 315,567

現金及び現金同等物の期首残高 2,072,966 1,437,395

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,494,483 1,752,962
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 （４）継続企業の前提に関する注記 
   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） 
    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 
   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） 
 自動車用部品 

（千円） 
その他 
（千円） 

合計 
（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 
7,400,536 1,870,193 9,270,730 ―― 9,270,730

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
―― 169,654 169,654 (169,654) ――

計 7,400,536 2,039,847 9,440,384 (169,654) 9,270,730
営業利益 988,123 114,627 1,102,750 60,070 1,162,821
（注）１ 事業区分の方法 
     製品の種類、類似性を考慮して決定しております。 
   ２ 各事業区分に属する主要業務 
     自動車用部品･･･自動車用エンジンバルブ、自動車用精密鍛造歯車、バルブリフター、

NT－VCP、他製造販売 
     そ の 他･･･陸舶用エンジンバルブ、農業・建設機械用精密鍛造歯車、高圧洗浄、シ

リンダーヘッドの修理、他 
 
   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） 
 自動車用部品 

（千円） 
その他 
（千円） 

合計 
（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 4,712,463 1,222,553 5,935,016 ―― 5,935,016

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
―― 11,851 11,851 (11,851) ――

計 4,712,463 1,234,404 5,946,867 (11,851) 5,935,016
営業損失(△) △285,964 △238,626 △524,590 (98,936) △623,527
 （注）１ 事業区分の方法 
     製品の種類、類似性を考慮して決定しております。 
   ２ 各事業区分に属する主要業務 
     自動車用部品･･･自動車用エンジンバルブ、自動車用精密鍛造歯車、バルブリフター、

NT－VCP、他製造販売 
     そ の 他･･･陸舶用エンジンバルブ、農業・建設機械用精密鍛造歯車、高圧洗浄、シ

リンダーヘッドの修理、他 
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   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４月１日 至 平成 20 年６月 30 日） 
 日本   

（千円） 
アジア 

（千円）

北米 

（千円）

合計  
（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 6,915,391 2,237,754 117,583 9,270,730 ―― 9,270,730

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 235,080 136,752 ―― 371,832 (371,832) ――

計 7,150,472 2,374,507 117,583 9,642,562 (371,832) 9,270,730
営業利益 363,916 622,935 117,583 1,104,436 58,384 1,162,821
  
 （注）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 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 
      アジア･･･台湾、韓国、インドネシア、タイ 
      北 米･･･アメリカ 
    ３ 北米の U.S.エンジンバルブコーポレーションはパートナーシップへの投資を行って

おり投資利益を売上高に計上しており、営業費用は計上しておりません。 
 
   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４月１日 至 平成 21 年６月 30 日） 
 日本   

（千円） 
アジア 

（千円）

北米 

（千円）

合計  
（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 4,242,548 975,981 716,486 5,935,016 ―― 5,935,016

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 45,274 43,176 ―― 88,450 (88,450) ――

計 4,287,822 1,019,158 716,486 6,023,467 (88,450) 5,935,016
営業利益又は営業損

失(△) △664,828 181,041 △93,498 △577,285 (46,242) △623,527

  
 （注）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 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 
      アジア･･･台湾、韓国、インドネシア、タイ 
      北 米･･･アメリカ 
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  海外売上高 
  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） 
 アジア ヨーロッパ 北米 連結 
Ⅰ 海外売上高（千円） 2,308,865 635,303 123,121 3,067,290
Ⅱ 連結売上高（千円）  9,270,730
Ⅲ 連結売上高に占める海

外売上高の割合（％） 24.9 6.9 1.3 33.1

 
 （注）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 
      アジア･･･････台湾、韓国、インドネシア、タイ他 
      ヨーロッパ･･･スウェーデン、ドイツ、フィンランド、イタリア、フランス他 
      北米･････････アメリカ他 
    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の売上高であります。 
 
  海外売上高 
  当第１四半期連結累計期間（自 平成 21 年４月１日 至 平成 21 年６月 30 日） 
 アジア ヨーロッパ 北米 連結 
Ⅰ 海外売上高（千円） 1,073,853 544,817 716,490 2,335,161
Ⅱ 連結売上高（千円）  5,935,016
Ⅲ 連結売上高に占める海

外売上高の割合（％） 18.1 9.2 12.1 39.3

 
 （注）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 
      アジア･･･････台湾、韓国、インドネシア、タイ他 
      ヨーロッパ･･･スウェーデン、ドイツ、フィンランド、イタリア、フランス他 
      北米･････････アメリカ他 
    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の売上高であります。 
 
 
（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４月１日 至 平成 21 年６月 30 日） 
     該当事項はありません。 
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