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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 26,432 △42.8 △390 ― △752 ― △911 ―
21年3月期第1四半期 46,174 ― 4,042 ― 6,235 ― 3,364 ―

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 △16.00 ―
21年3月期第1四半期 56.50 55.95

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 132,281 82,698 59.1 1,371.64
21年3月期 132,164 81,822 58.7 1,361.82

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  78,190百万円 21年3月期  77,632百万円

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 ― 10.00 ― 9.50 19.50
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

55,000 △40.1 △2,900 ― △2,300 ― △1,500 ― △26.31

通期 120,000 △28.3 △3,500 ― △2,500 ― △1,600 ― △28.07



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  無  

(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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。] 

(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 
・上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。主要市場における需給
動向、為替相場等に不透明な面があり、実際の業績が上記予想数値と異なる場合があります。 

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 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 60,855,470株 21年3月期  60,855,470株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  3,850,383株 21年3月期  3,849,334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 57,005,756株 21年3月期第1四半期 59,558,460株



日本精機（株）７２８７ 平成２２年３月期 第１四半期決算短信 

 ３ 

 

【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経済情勢は、昨年秋の米国大手金融機関の経営破綻等による金融危機が実体

経済に大きな影響を及ぼし、個人消費の落ち込み、設備投資の減少、雇用の悪化等、世界的に景気後退が深刻な状

況となりました。 

このような事業環境の下、当第１四半期連結累計期間の売上高は、26,432百万円（前年同期比42.8％減）、営業

損失は390百万円、経常損失は752百万円、四半期純損失は911百万円となりました。 

 

事業の種類別セグメントの状況は次の通りであります。 

自動車及び汎用計器事業は、四輪車用計器、二輪車用計器、汎用計器がともに減少し、売上高18,538百万円（前

年同期比42.6％減）、営業利益105百万円（前年同期比97.1％減）となりました。 

民生機器事業は、アミューズメント向け基板ユニット等が減少し、売上高2,828百万円（前年同期比54.4％減）、

営業損失105百万円となりました。 

ディスプレイ事業は、液晶ディスプレイが減少し、売上高610百万円（前年同期比70.6％減）、営業損失517百

万円となりました。 

その他事業は、樹脂材料の加工・販売、自動車販売等が低迷し、売上高 4,454 百万円（前年同期比 20.5％減）、

営業利益101百万円（前年同期比4.4％減）となりました。 

 

所在地別セグメントの状況は次の通りであります。 

日本は、自動車及び汎用計器、民生機器、液晶ディスプレイ等の減少により、売上高14,142 百万円（前年同期

比37.6％減）、営業損失676百万円となりました。 

米州は、四輪車用計器、二輪車用計器が減少し、売上高4,006 百万円（前年同期比51.0％減）、営業損失41百

万円となりました。 

欧州は、四輪車用計器、二輪車用計器が減少し、売上高1,904 百万円（前年同期比51.4％減）、営業利益47百

万円（前年同期比52.9％減）となりました。 

アジアは、四輪車用計器、二輪車用計器、アミューズメント向け基板ユニット等が減少し、売上高6,378百万円

（前年同期比44.1％減）、営業利益253百万円（前年同期比83.3％減）となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ116百万円増加し、132,281百万円と

なりました。これは流動資産で受取手形及び売掛金が4,063百万円減少しましたが、現金及び預金が3,865百万円、

投資その他の資産で投資有価証券が774百万円増加したこと等によります。 

負債は、前連結会計年度末に比べ 759 百万円減少し、49,582 百万円となりました。これは流動負債で短期借入

金が4,262百万円増加しましたが、支払手形及び買掛金が5,551百万円減少したこと等によります。 

純資産は、利益剰余金が1,527百万円減少しましたが、評価・換算差額等が増加したこと等により、前連結会計

年度末に比べ875百万円増加し、82,698百万円となりました。 

 

当第１四半期連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、現金及び現金同等物が前連結会計年度末に比

べ3,894百万円増加し、当第１四半期連結会計期間末には24,496百万円となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失711百万円の計上、仕入債務の減少等があり

ましたが、売上債権の減少、その他の負債の増加等により、1,141百万円の収入超過となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産取得による支出1,088百万円等により、1,033百万円の支

出超過となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加4,223百万円等により、3,439百万円の収入超過とな

りました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

平成22年３月期の連結業績予想につきましては、平成21年５月15日発表の業績予想を変更しておりません。 
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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 

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 

完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

受注制作のソフトウェアに係る収益の計上基準については、従来、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)及び「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より適用し、当第１四

半期連結会計期間に着手したソフトウェア開発契約から、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ものについては進行基準(進捗率の見積りは原価比例法)を、その他のものについ

ては完成基準を適用しております。この変更による影響は軽微であります。 

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。 
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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 24,535 20,669

  受取手形及び売掛金 20,034 24,097

  有価証券 301 298

  商品及び製品 6,976 6,990

  仕掛品 3,024 2,973

  原材料及び貯蔵品 10,988 10,970

  その他 4,626 5,080

  貸倒引当金 △198 △190

  流動資産合計 70,289 70,891

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 12,538 11,778

   機械装置及び運搬具（純額） 9,732 9,621

   工具、器具及び備品（純額） 4,103 3,788

   土地 14,145 14,088

   リース資産（純額） 506 280

   建設仮勘定 732 1,762

   有形固定資産合計 41,758 41,319

  無形固定資産   

   のれん 64 72

   その他 1,205 1,201

   無形固定資産合計 1,270 1,274

  投資その他の資産   

   投資有価証券 17,106 16,332

   その他 1,889 2,377

   貸倒引当金 △33 △31

   投資その他の資産合計 18,963 18,678

  固定資産合計 61,991 61,272

 資産合計 132,281 132,164
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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 15,455 21,007

  短期借入金 21,144 16,882

  未払法人税等 602 552

  賞与引当金 574 1,393

  役員賞与引当金 54 －

  製品補償損失引当金 886 900

  受注損失引当金 41 －

  その他 5,785 4,607

  流動負債合計 44,544 45,345

 固定負債   

  社債 533 533

  長期借入金 288 316

  退職給付引当金 2,050 2,084

  役員退職慰労引当金 415 439

  負ののれん 205 213

  その他 1,545 1,408

  固定負債合計 5,037 4,996

 負債合計 49,582 50,341

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 14,470 14,470

  資本剰余金 6,685 6,686

  利益剰余金 66,655 68,183

  自己株式 △6,697 △6,697

  株主資本合計 81,113 82,642

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 2,039 1,219

  為替換算調整勘定 △4,962 △6,230

  評価・換算差額等合計 △2,923 △5,010

 少数株主持分 4,507 4,190

 純資産合計 82,698 81,822

負債純資産合計 132,281 132,164
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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 46,174 26,432

売上原価 37,221 22,764

売上総利益 8,953 3,668

販売費及び一般管理費   

 従業員給料 1,605 1,412

 貸倒引当金繰入額 38 －

 賞与引当金繰入額 202 108

 役員賞与引当金繰入額 85 54

 製品補償損失引当金繰入額 4 2

 退職給付引当金繰入額 6 13

 役員退職慰労引当金繰入額 15 16

 その他 2,952 2,450

 販売費及び一般管理費合計 4,910 4,058

営業利益又は営業損失（△） 4,042 △390

営業外収益   

 受取利息 134 83

 受取配当金 80 65

 負ののれん償却額 40 24

 持分法による投資利益 3 －

 為替差益 1,860 －

 雑収入 － 174

 その他 159 19

 営業外収益合計 2,279 367

営業外費用   

 支払利息 70 48

 為替差損 － 675

 その他 16 4

 営業外費用合計 87 729

経常利益又は経常損失（△） 6,235 △752

特別利益   

 固定資産売却益 7 47

 その他 － 2

 特別利益合計 7 50

特別損失   

 固定資産売却損 0 0

 固定資産除却損 4 8

 たな卸資産評価損 527 －

 その他 0 －

 特別損失合計 532 9

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（△） 
5,710 △711
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（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) 

法人税、住民税及び事業税 2,461 166

法人税等調整額 △369 △25

法人税等合計 2,091 141

少数株主利益 253 59

四半期純利益又は四半期純損失（△） 3,364 △911
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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又は税金等調整前四半期純

損失（△） 
5,710 △711

 減価償却費 1,817 1,638

 のれん償却額 △32 △16

 賞与引当金の増減額（△は減少） △635 △818

 役員賞与引当金の増減額（△は減少） 85 51

 退職給付引当金の増減額（△は減少） △0 △42

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △19 △24

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 34 △2

 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） △4 △14

 受注損失引当金の増減額（△は減少） － 41

 受取利息及び受取配当金 △214 △148

 支払利息 70 48

 為替差損益（△は益） △1,003 296

 持分法による投資損益（△は益） △3 －

 投資有価証券売却損益（△は益） － △0

 有形固定資産売却益 △7 △47

 有形固定資産処分損 4 9

 有価証券評価損益（△は益） － △3

 投資有価証券評価損益（△は益） 0 －

 売上債権の増減額（△は増加） △1,469 5,426

 たな卸資産の増減額（△は増加） 1,092 789

 その他の資産の増減額（△は増加） 223 23

 仕入債務の増減額（△は減少） △2,203 △7,072

 その他の負債の増減額（△は減少） 2,409 1,923

 小計 5,853 1,345

 利息及び配当金の受取額 221 148

 利息の支払額 △69 △53

 法人税等の支払額 △2,415 △299

 営業活動によるキャッシュ・フロー 3,590 1,141
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（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) 

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 △19 △19

 定期預金の払戻による収入 48 48

 有価証券の取得による支出 △3,360 －

 有価証券の売却による収入 3,570 －

 有形固定資産の取得による支出 △1,349 △1,088

 有形固定資産の売却による収入 108 159

 無形固定資産、投資その他の資産の増減額（△は増加） △104 △47

 投資有価証券の取得による支出 △860 △4

 投資有価証券の売却による収入 － 3

 貸付けによる支出 △4 △86

 貸付金の回収による収入 2 1

 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,971 △1,033

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） 434 4,223

 長期借入金の返済による支出 △374 △126

 リース債務の返済による支出 △0 △4

 自己株式の純増減額（△は増加） △1,238 △1

 配当金の支払額 △657 △541

 少数株主への配当金の支払額 △102 △111

 財務活動によるキャッシュ・フロー △1,938 3,439

現金及び現金同等物に係る換算差額 460 158

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 140 3,705

現金及び現金同等物の期首残高 26,238 20,601

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 43 188

現金及び現金同等物の四半期末残高 26,421 24,496
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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) 

 

自動車及び 
汎用計器 
事業 

(百万円) 

民生機器
事業 

(百万円)

ディスプレ
イ事業 
(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 

32,285 6,208 2,076 5,603 46,174 ― 46,174

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

― ― ― 2,042 2,042 (2,042) ―

計 32,285 6,208 2,076 7,645 48,216 (2,042) 46,174

営業利益(又は営業損失) 3,584 489 △222 106 3,958 84 4,042

(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な製品 

 (1) 自動車及び汎用計器事業……………四輪車用計器、ヘッドアップディスプレイ、二輪車用計器、汎用計器、各種セン

サー 

 (2) 民生機器事業…………………………OA・情報機器操作パネル、空調・住設機器コントローラー、FA・アミューズメン

トユニットASSY、高密度実装基板EMS 

 (3) ディスプレイ事業……………………液晶表示素子・モジュール、有機EL表示素子・モジュール 

 (4) その他事業……………………………自動車販売、貨物運送、ソフトウエアの開発販売、受託計算、樹脂材料の加工・

販売 

３ 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))を適用しております。なお、この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較して当第１四半期連結会計期

間の「自動車及び汎用計器事業」及び「民生機器事業」における営業利益はそれぞれ33百万円、40百万円減少し、「ディ

スプレイ事業」における営業損失は６百万円増加しております。 

４ 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」(企業会計基

準委員会 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、この変

更によるセグメント情報に与える影響は軽微であります。 

５ 当第１四半期連結会計期間より「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会 企業会計基準第13号(平成５年６

月17日 終改正平成19年３月30日))及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計

基準適用指針第16号(平成６年１月18日 終改正平成19年３月30日))を早期に適用しております。なお、この変更によ

るセグメント情報に与える影響は軽微であります。 

６ 当第１四半期連結会計期間より法人税法の改正((所得税法等の一部を改正する法律 平成20年４月30日 法律第23号)及

び(減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令 平成20年４月30日 財務省令第32号))を契機にして

耐用年数の見直しを行い、機械装置について、耐用年数の短縮を行っております。なお、この変更に伴い、従来の方法に

よった場合と比較して、当第１四半期連結会計期間の「自動車及び汎用計器事業」及び「民生機器事業」における営業利

益はそれぞれ22百万円、２百万円減少し、「ディスプレイ事業」における営業損失及び「その他事業」における営業利益

はそれぞれ45百万円、０百万円増加しております。 

 

 

 

 

 

 



日本精機（株）７２８７ 平成２２年３月期 第１四半期決算短信 

 １２ 

 

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) 

 

自動車及び 
汎用計器 
事業 

(百万円) 

民生機器
事業 

(百万円)

ディスプレ
イ事業 
(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 

18,538 2,828 610 4,454 26,432 ― 26,432

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

― ― 16 1,515 1,531 (1,531) ―

計 18,538 2,828 626 5,970 27,963 (1,531) 26,432

営業利益(又は営業損失) 105 △105 △517 101 △415 25 △390

(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な製品 

(1) 自動車及び汎用計器事業……………四輪車用計器、ヘッドアップディスプレイ、二輪車用計器、汎用計器、各種セン

サー 

(2) 民生機器事業………………………･･OA・情報機器操作パネル、空調・住設機器コントローラー、FA・アミューズメン

トユニットASSY、高密度実装基板EMS 

(3) ディスプレイ事業…………………･液晶表示素子・モジュール、有機EL表示素子・モジュール 

(4) その他事業…………………………･自動車販売、貨物運送、ソフトウエアの開発販売、受託計算、樹脂材料の加工・

販売 

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」に記載のとおり、当第１四半期連結会計

期間より「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)及び「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)を適用しております。なお、この変更によるセグメント

情報に与える影響は軽微であります。 
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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 

(百万円) 
米州 

(百万円)
欧州 

(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 

22,672 8,168 3,917 11,415 46,174 ― 46,174

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

9,901 77 ― 1,989 11,968 (11,968) ―

計 32,573 8,245 3,917 13,405 58,142 (11,968) 46,174

営業利益 1,695 635 101 1,524 3,958 84 4,042

(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 

 (1) 米州………米国・ブラジル 

 (2) 欧州………英国・オランダ 

 (3) アジア……中国・タイ・インドネシア 

３ 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))を適用しております。なお、この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較して当第１四半期連結会計期

間の「日本」における営業利益は81百万円減少しております。 

４ 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」(企業会計基

準委員会 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、この変

更によるセグメント情報に与える影響は軽微であります。 

５ 当第１四半期連結会計期間より「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会 企業会計基準第13号(平成５年６

月17日 終改正平成19年３月30日))及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計

基準適用指針第16号(平成６年１月18日 終改正平成19年３月30日))を早期に適用しております。なお、この変更によ

るセグメント情報に与える影響は軽微であります。 

６ 当第１四半期連結会計期間より法人税法の改正((所得税法等の一部を改正する法律 平成20年４月30日 法律第23号)及

び(減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令 平成20年４月30日 財務省令第32号))を契機にして

耐用年数の見直しを行い、機械装置について、耐用年数の短縮を行っております。なお、この変更に伴い、従来の方法に

よった場合と比較して、当第１四半期連結会計期間の「日本」における営業利益は70百万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) 

 

 
日本 

(百万円) 
米州 

(百万円)
欧州 

(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 

14,142 4,006 1,904 6,378 26,432 ― 26,432

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

5,386 5 ― 1,360 6,752 (6,752) ―

計 19,528 4,011 1,904 7,738 33,184 (6,752) 26,432

営業利益(又は営業損失) △676 △41 47 253 △415 25 △390

(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 

 (1) 米州………米国・ブラジル 

 (2) 欧州………英国・オランダ 

 (3) アジア……中国・タイ・インドネシア・台湾・ベトナム 

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」に記載のとおり、当第１四半期連結会計期

間より「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)及び「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)を適用しております。なお、この変更によるセグメント情報に

与える影響は軽微であります。 
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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) 
 

 米州 欧州 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 8,289 4,146 12,659 25,094

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― 46,174

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％) 

18.0 9.0 27.4 54.3

(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の合計額であります。 

２ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

３ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

 (1) 米州………米国・カナダ・ブラジル 

 (2) 欧州………英国・イタリア・フランス 

 (3) アジア……中国・タイ・インドネシア 

 

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) 

 

 米州 欧州 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 4,044 2,082 7,582 13,709

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― 26,432

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％) 

15.3 7.9 28.7 51.9

(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の合計額であります。 

２ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

３ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

 (1) 米州………米国・カナダ・ブラジル 

 (2) 欧州………英国・フランス・イタリア・ドイツ 

 (3) アジア……中国・タイ・インドネシア・台湾・ベトナム 

 

(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。 




