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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 75,786 △15.9 3,422 19.0 3,317 1.3 1,755 △7.9
21年3月期第1四半期 90,128 ― 2,875 ― 3,276 ― 1,905 ―

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 10.19 ―
21年3月期第1四半期 11.06 ―

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 222,826 110,864 46.8 605.11
21年3月期 217,487 107,498 46.6 587.96

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  104,274百万円 21年3月期  101,324百万円

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 ― 5.00 ― 5.00 10.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
5.00 ― 5.00 10.00

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

158,000 △15.5 5,300 23.2 4,700 △0.2 2,000 △1.0 11.61

通期 319,000 △5.6 12,300 48.7 11,000 36.7 5,100 66.4 29.59
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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、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） 

(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。 

(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およ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り大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定および業績予想のご利用にあたっての注意事項等につ
いては、５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。 

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） 22年3月期第1四半期 173,339,287株 21年3月期  173,339,287株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  1,016,671株 21年3月期  1,008,804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 172,326,585株 21年3月期第1四半期 172,360,673株
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(1)業績 

 当第１四半期連結会計期間における日本経済は、輸出や生産の悪化に底打ち感が見られつつあるもの

の、企業収益や設備投資は依然として低迷しており、雇用情勢、個人消費とも厳しい状況で推移いたし

ました。 

 製油業界におきましては、穀物相場は需給タイト感や投機マネーの流入もあり、前連結会計年度に見

られたピーク時からの下落傾向から上昇に転じました。その結果、主要原材料である大豆・菜種・パー

ム油などの価格が前年同期に比べれば低下したものの総じて高値水準で推移いたしました。さらに、原

油価格も市況が上昇に転じていることから、資材費、製品・原材料の輸送費、工場の燃料費など広範に

わたるコスト負担の増加が見込まれ、当社グループを取り巻く経営環境はより一層厳しい状況となって

きております。 

 このような状況下、当社グループでは、「ＧＲＯＷＴＨ１０～『“植物のチカラ”を新たな価値へ』

成長１０年構想～」の下における、中期経営計画「ＧＲＯＷＴＨ１０ フェーズⅠ」の３年目として、

技術に立脚した新商品開発や高付加価値商品の拡販に加え、コストに見合った適正な販売価格の形成や

コスト競争力の強化など、安定的な収益力の構築に取り組んでまいりました。 

 特に、コストの圧縮には継続して取り組むとともに、原材料価格等のコストに見合った適正な販売価

格の形成についても推進してまいりました。 

 これらの結果、売上高は前年同期に比べ15.9％減少の757億86百万円となりましたが、営業利益は34

億22百万円と前年同期に比べ19.0％増加いたしました。また、経常利益は前年同期に比べ1.3％増加の

33億17百万円にとどまり、四半期純利益につきましては、法人税等の増加などにより17億55百万円と前

年同期に比べ7.9％減少いたしました。 

  

(2)セグメント別の概況 

〔製油関連事業〕 

 国内におきましては、油脂製品について引き続き高付加価値商品の拡販およびコストに見合った適正

な販売価格の形成に取り組みました。その結果、販売数量は前年同期とほぼ同水準となりましたが販売

価格は原材料価格低下の影響もあり前年同期を下回りました。油粕等につきましても、全体として、販

売数量は前年同期に比べ増加したものの販売価格は前年同期を下回る結果となりました。しかし、利益

面では採算性の向上に努めたことにより前年同期を上回ることができました。 

 海外におきましては、日本と同様に厳しい環境下、大連日清製油有限公司では販売数量、売上高とも

に前年同期に比べ減少し、利益面でも前年同期を下回りました。 

また、INTERCONTINENTAL SPECIALTY FATS SDN.BHD.につきましては、販売数量は前年同期に比べ増加し

ましたが、売上高はパーム油価格の影響を受け前年同期を下回りました。利益面では前年同期を若干下

回りました。 

 なお、3月に新たに子会社となった大東カカオ㈱およびT.&C. MANUFACTURING COMPANY PRIVATE 

LIMITEDの業績につきましては、当第１四半期連結会計期間から連結損益に取り込んでおります。 

 これらの結果、当セグメントの売上高は前年同期に比べ16.8％減少の696億93百万円となりました

が、営業利益は31億93百万円と前年同期に比べ19.1％増加となりました。 

・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
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〔ヘルシーフーズ・大豆蛋白事業〕 

 ドレッシング、マヨネーズ類につきましては販売数量、売上高ともに前年同期を上回りました。ま

た、大豆たん白も順調に推移いたしました。 

 これらの結果、当セグメントの売上高は前年同期に比べ8.6％増加の23億91百万円となり、営業損失

は2億7百万円と前年同期に比べ83百万円改善いたしました。 

  

〔ファインケミカル事業〕 

 化粧品原料はコストに見合った販売価格の改定が浸透してきたことから、販売数量、販売価格とも前

年同期を上回りました。一方で、化学品につきましては主要顧客の販売不振による需要低迷が続いたこ

ともあり、全体としては厳しい状況となりました。 

 これらの結果、当セグメントの売上高は14億2百万円と前年同期を若干下回り、営業損失は17百万円

と前年同期に比べ10百万円増加となりました。 

  

〔その他事業〕 

 情報システム事業、エンジニアリング事業をはじめその他事業に属する連結子会社の売上高は22億99

百万円と前年同期に比べ14.8％減少し、営業利益は4億79百万円と前年同期に比べ1.9％減少となりまし

た。 

  

〔所在地別セグメント〕 

 上記の製油関連事業の記載内容を背景として、日本における売上高は前年同期に比べ11.3％減少し

582億85百万円、営業利益は前年同期に比べ47.6％増加の32億42百万円となりました。中国、マレーシ

アなどのアジアにおける売上高は前年同期に比べ28.3％減少し175億円、営業利益は1億74百万円と前年

同期に比べ72.9％減少となりました。 

  

〔海外売上高〕 

 中国、マレーシアなどのアジア向け売上高は海外子会社の業績などの影響により前年同期に比べ

44.8％減少し110億9百万円となりました。一方、欧州、米国などのその他地域への売上高は前年同期に

比べ21.3％増加の57億55百万円となりました。 
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(1)資産、負債および純資産の状況 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べ29億93百万円増加いたしました。これは、現金及び預金をはじ

め手元資金が17億11百万円増加するとともに、売上債権も26億39百万円増加したことが主な要因であり

ます。固定資産は、設備投資等により有形固定資産が10億16百万円増加するとともに、投資その他の資

産も投資有価証券の時価評価等の影響もあり16億29百万円増加したことが主な要因であります。これら

の結果、総資産は前連結会計年度末に比べ53億39百万円増加の2,228億26百万円となりました。 

 負債につきましては、前連結会計年度末に比べ19億72百万円増加し1,119億62百万円となりました。

仕入債務が原材料価格の上昇などにより24億48百万円増加したことが主な要因であります。 

 純資産は、四半期純利益の計上やその他有価証券評価差額金の増加などにより、前連結会計年度末に

比べ33億66百万円増加し1,108億64百万円となりました。 

  

(2)キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動によ

り49億59百万円増加しましたが、投資活動により28億48百万円、財務活動により7億1百万円それぞれ減

少いたしました。これらの結果、当第1四半期連結会計期間末の残高は281億86百万円となり、前連結会

計年度末に比べ17億11百万円増加いたしました。 

〔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により33億13百万円、減価償却費16億44百万円、仕入債務19億87百万円の

増加などにより資金は増加いたしました。一方で売上債権の増加により24億64百万円、法人税等の支払

により27億86百万円それぞれ資金が減少いたしました。これらの結果、営業活動によるキャッシュ・フ

ローは49億59百万円増加いたしました。なお、前年同期との比較においては、売上債権、たな卸資産お

よび仕入債務の増減、法人税等の支払などにより営業活動によるキャッシュ・フローは76億28百万円増

加いたしました。 

〔投資活動によるキャッシュ・フロー〕 

 設備投資等による有形固定資産の増加で24億43百万円支出したことなどにより、投資活動によるキャ

ッシュ・フローは28億48百万円減少いたしました。なお、前年同期との比較においても、設備投資等に

よる支出などにより投資活動によるキャッシュ・フローは22億60百万円減少いたしました。 

〔財務活動によるキャッシュ・フロー〕 

 前連結会計年度分の配当金として8億61百万円を支出したことなどにより、財務活動によるキャッシ

ュ・フローは7億1百万円減少いたしました。なお、前年同期との比較においては、運転資金の調達が減

少したことなどにより財務活動によるキャッシュ・フローは68億46百万円減少いたしました。 

  

 第２四半期以降における原材料価格や販売動向等の経営環境はより一層厳しさを増していくと予想さ

れますが、中期経営計画「ＧＲＯＷＴＨ１０ フェーズⅠ」の目標達成に向けてしっかりと取り組んで

まいります。したがいまして、第２四半期連結累計期間および通期の業績予想につきましては、平成21

年5月8日決算発表時の数値を変更しておりません。 

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

①簡便な会計処理 

1.たな卸資産の評価方法 

 当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算定に関しては、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。また、たな卸資産の簿価

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。 

2.法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する

方法によっております。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

境や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ため、前連結会計年度において使用した将

来の業績予想やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

 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。 

  

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 操業度等の季節的な変動に起因して発生した原価差異につきましては、原価計算期間末までにほぼ解

消が見込まれるため、当該原価差異を流動負債として繰延べております。 

  

 コンピュータシステム開発およびエンジニアリングの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)および「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)を当第１四半期連結会計期間から適用し、当第１四半期連結会計期間に着手した工事契約

から、当第１四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契約につい

ては工事進行基準を、その他の契約については工事完成基準を適用しております。 

 この変更に伴う損益に与える影響はありません。 

  

(追加情報) 

 従来、重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準のうち、在外子会社等の収益および費用

については、前連結会計年度まで連結決算日の直物為替相場により円貨に換算しておりましたが、当第

１四半期連結会計期間から期中平均相場により円貨に換算する方法に変更しております。この変更は、

在外子会社等の重要性が増したことから為替相場による影響を連結業績により適切に反映させるために

行ったものであります。 

 この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第１四半期連結会計期間における売上高は

741百万円、営業利益は5百万円、経常利益および税金等調整前四半期純利益は2百万円それぞれ減少し

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。 

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：百万円）

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 15,048 9,325

受取手形及び売掛金 48,399 45,759

有価証券 10,036 7,222

たな卸資産 39,814 40,285

その他 13,740 21,455

貸倒引当金 △32 △35

流動資産合計 127,006 124,013

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 27,560 27,747

機械装置及び運搬具（純額） 16,299 15,823

土地 27,767 26,959

その他（純額） 1,889 1,969

有形固定資産合計 73,516 72,499

無形固定資産   

のれん 1,902 2,142

その他 839 900

無形固定資産合計 2,741 3,043

投資その他の資産   

投資有価証券 15,418 13,690

その他 4,532 4,608

貸倒引当金 △389 △367

投資その他の資産合計 19,561 17,932

固定資産合計 95,819 93,474

資産合計 222,826 217,487
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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 28,995 26,547

短期借入金 14,051 13,691

1年内償還予定の社債 20 20

未払法人税等 1,646 2,910

引当金 80 68

その他 21,234 21,161

流動負債合計 66,028 64,399

固定負債   

社債 30,230 30,230

長期借入金 7,873 7,612

引当金 2,023 2,304

負ののれん 40 44

その他 5,766 5,398

固定負債合計 45,934 45,590

負債合計 111,962 109,989

純資産の部   

株主資本   

資本金 16,332 16,332

資本剰余金 26,072 26,072

利益剰余金 63,343 62,449

自己株式 △459 △456

株主資本合計 105,288 104,398

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 135 △570

繰延ヘッジ損益 △219 △1,159

為替換算調整勘定 △930 △1,343

評価・換算差額等合計 △1,014 △3,073

少数株主持分 6,590 6,174

純資産合計 110,864 107,498

負債純資産合計 222,826 217,487
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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）

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 90,128 75,786

売上原価 76,790 60,770

売上総利益 13,338 15,015

販売費及び一般管理費 10,462 11,593

営業利益 2,875 3,422

営業外収益   

受取利息 52 39

受取配当金 227 93

為替差益 286 －

負ののれん償却額 1 3

持分法による投資利益 14 17

その他 88 84

営業外収益合計 672 239

営業外費用   

支払利息 204 245

為替差損 － 13

その他 66 85

営業外費用合計 271 344

経常利益 3,276 3,317

特別利益   

貸倒引当金戻入額 0 2

特別利益合計 0 2

特別損失   

固定資産除却損 43 6

特別損失合計 43 6

税金等調整前四半期純利益 3,233 3,313

法人税等 1,110 1,467

少数株主利益 217 90

四半期純利益 1,905 1,755
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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）

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 3,233 3,313

減価償却費 1,678 1,644

のれん償却額 221 236

受取利息及び受取配当金 △280 △133

支払利息 204 245

持分法による投資損益（△は益） △14 △17

固定資産除売却損益（△は益） 43 6

売上債権の増減額（△は増加） △8,991 △2,464

たな卸資産の増減額（△は増加） △7,678 844

仕入債務の増減額（△は減少） 9,081 1,987

その他 206 2,109

小計 △2,294 7,771

利息及び配当金の受取額 286 141

利息の支払額 △182 △166

法人税等の支払額 △479 △2,786

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,669 4,959

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の純増減額（△は増加） △124 △2

有形固定資産の取得による支出 △624 △2,443

有形固定資産の売却による収入 0 －

投資有価証券の取得による支出 △94 △402

投資有価証券の売却による収入 336 －

投資有価証券の償還による収入 － 100

その他 △81 △99

投資活動によるキャッシュ・フロー △588 △2,848

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 9,657 85

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） △2,500 －

長期借入れによる収入 － 620

長期借入金の返済による支出 △10 △398

自己株式の売却による収入 0 0

自己株式の取得による支出 △3 △3

配当金の支払額 △862 △861

少数株主への配当金の支払額 △41 △49

その他 △97 △93

財務活動によるキャッシュ・フロー 6,144 △701

現金及び現金同等物に係る換算差額 △228 301

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,657 1,711

現金及び現金同等物の期首残高 6,165 26,475

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,823 28,186
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該当事項はありません。 
  

①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) 

 
(注)１ 事業区分は製品の属する業種区分によっております。 

２ 各事業区分の主要製品 

 
３ 追加情報 

平成20年度の法人税法改正に伴い資産の状況を見直し、当第１四半期連結会計期間より、機械装置等について

改正後の耐用年数に変更しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第１四半期連

結会計期間において「製油関連事業」の営業利益が71百万円減少し、「ヘルシーフーズ・大豆蛋白事業」の営

業損失が12百万円増加し、「ファインケミカル事業」の営業損失が3百万円増加し、「その他事業」の営業利益

が1百万円増加しております。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

製油関連 
事業 

(百万円)

ヘルシーフ
ーズ・大豆
蛋白事業 
(百万円)

ファインケ
ミカル事業
(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 83,810 2,201 1,418 2,698 90,128 － 90,128

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

424 245 181 3,525 4,377 (4,377) －

計 84,234 2,447 1,599 6,223 94,505 (4,377) 90,128

営業利益又は営業損失(△) 2,681 △ 290 △ 6 488 2,872 2 2,875

製油関連事業 家庭用食品、業務用食品、加工用油脂、加工油脂、油粕および穀類

ヘルシーフーズ・大豆
蛋白事業

生活習慣病対応食品、高齢者・介護食品、治療関連食品、栄養調整食品、機能性
素材、ドレッシング・マヨネーズ類、大豆たん白、大豆加工食品

ファインケミカル事業 化粧品・トイレタリー原料、化学品、中鎖脂肪酸油、レシチン、トコフェロール

その他事業
不動産賃貸、包装サービス、港湾荷役、倉庫業、飲食店経営、洗剤、スポーツ施
設経営、水産、販売促進、エンジニアリング、損害保険代理、コンピュータ関連
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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 事業区分は製品の属する業種区分によっております。 

２ 各事業区分の主要製品 

 
３ 追加情報 

従来、重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準のうち、在外子会社等の収益および費用について

は、前連結会計年度まで連結決算日の直物為替相場により円貨に換算しておりましたが、当第１四半期連結会

計期間から期中平均相場により円貨に換算する方法に変更しております。この変更は、在外子会社等の重要性

が増したことから為替相場による影響を連結業績により適切に反映させるために行ったものであります。 

 この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第1四半期連結会計期間における「製油関連事業」の

売上高は741百万円、営業利益は5百万円それぞれ減少しております。 

製油関連 
事業 

(百万円)

ヘルシーフ
ーズ・大豆
蛋白事業 
(百万円)

ファインケ
ミカル事業
(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 69,693 2,391 1,402 2,299 75,786 － 75,786

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

320 19 13 3,788 4,141 (4,141) －

計 70,014 2,411 1,415 6,087 79,927 (4,141) 75,786

営業利益又は営業損失(△) 3,193 △ 207 △ 17 479 3,448 (26) 3,422

製油関連事業
家庭用食品、業務用食品、加工用油脂、加工油脂(チョコレート関連製品含む)、
油粕および穀類

ヘルシーフーズ・大豆
蛋白事業

生活習慣病対応食品、高齢者・介護食品、治療関連食品、栄養調整食品、機能性
素材、ドレッシング・マヨネーズ類、大豆たん白、大豆加工食品

ファインケミカル事業 化粧品・トイレタリー原料、化学品、中鎖脂肪酸油、レシチン、トコフェロール

その他事業
不動産賃貸、包装サービス、港湾荷役、倉庫業、飲食店経営、洗剤、スポーツ施
設経営、水産、販売促進、エンジニアリング、損害保険代理、コンピュータ関連
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②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) 

 
(注)１ 国又は地域の区分の方法および各区分に属する主な国又は地域 

(1)国または地域の区分の方法・・・・・・地理的近接度による 

(2)各区分に属する主な国または地域・・・アジア :中国、マレーシア 

２ 追加情報 

平成20年度の法人税法改正に伴い資産の状況を見直し、当第１四半期連結会計期間より、機械装置等について

改正後の耐用年数に変更しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第１四半期連

結会計期間において「日本」の営業利益が85百万円減少しております。 

  

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 国又は地域の区分の方法および各区分に属する主な国又は地域 

(1)国または地域の区分の方法・・・・・・地理的近接度による 

(2)各区分に属する主な国または地域・・・アジア :中国、マレーシア、シンガポール 

２ 追加情報 

従来、重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準のうち、在外子会社等の収益および費用について

は、前連結会計年度まで連結決算日の直物為替相場により円貨に換算しておりましたが、当第１四半期連結会

計期間から期中平均相場により円貨に換算する方法に変更しております。この変更は、在外子会社等の重要性

が増したことから為替相場による影響を連結業績により適切に反映させるために行ったものであります。 

 この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第1四半期連結会計期間における「アジア」の売上高

は741百万円、営業利益は5百万円それぞれ減少しております。 

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 65,704 24,424 90,128 － 90,128

 (2) セグメント間の内部
   売上高又は振替高

55 1,538 1,593 (1,593) －

計 65,759 25,962 91,722 (1,593) 90,128

  営業利益 2,197 642 2,839 36 2,875

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 58,285 17,500 75,786 － 75,786

 (2) セグメント間の内部
   売上高又は振替高

63 1,033 1,097 (1,097) －

計 58,349 18,534 76,883 (1,097) 75,786

  営業利益 3,242 174 3,416 5 3,422
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③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) 

 
(注)１ 国又は地域の区分の方法および各区分に属する主な国又は地域 

(1)国または地域の区分の方法・・・・・・地理的近接度による  

(2)各区分に属する主な国又は地域・・・・アジア     ：中国、マレーシア、台湾、韓国 

                    その他の地域 ：ヨーロッパ諸国、アメリカ合衆国 

２ 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。 

  

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 国又は地域の区分の方法および各区分に属する主な国又は地域 

(1)国または地域の区分の方法・・・・・・地理的近接度による  

(2)各区分に属する主な国又は地域・・・・アジア     ：中国、マレーシア、台湾、韓国 

                    その他の地域 ：ヨーロッパ諸国、アメリカ合衆国 

２ 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。 

３ 追加情報 

従来、重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準のうち、在外子会社等の収益および費用について

は、前連結会計年度まで連結決算日の直物為替相場により円貨に換算しておりましたが、当第１四半期連結会

計期間から期中平均相場により円貨に換算する方法に変更しております。この変更は、在外子会社等の重要性

が増したことから為替相場による影響を連結業績により適切に反映させるために行ったものであります。 

 この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第１四半期連結会計期間における売上高は「アジ

ア」が478百万円、「その他の地域」が231百万円それぞれ減少しております。 

  

該当事項はありません。 

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高 （百万円） 19,933 4,745 24,679

Ⅱ 連結売上高 （百万円） － － 90,128

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合（％）

22.1 5.3 27.4

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高 （百万円） 11,009 5,755 16,764

Ⅱ 連結売上高 （百万円） － － 75,786

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合（％）

14.5 7.6 22.1

(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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（参考）個別業績の概要 
平成22年3月期第1四半期の個別経営成績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

(％表示は対前年同四半期増減率) 

 
（注）個別業績数値は、四半期財務諸表等規則に基づいて作成しておりますが、法定開示におけるレビュー対象では

ありません。 

6. その他の情報

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 47,556 △17.6 3,097 40.6 3,212 20.9 1,920 15.0

21年3月期第1四半期 57,713 － 2,202 － 2,657 － 1,670 －

－15－
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