
平成22年3月期 第1四半期決算短信 

平成21年8月6日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 ダイキン工業株式会社 上場取引所 東 大 

コード番号 6367 URL http://www.daikin.co.jp
代表者 （役職名） 取締役社長兼COO （氏名） 岡野 幸義

問合せ先責任者 （役職名） コーポレートコミュニケーション室長 （氏名） 岡野 進 TEL 03-6373-4348
四半期報告書提出予定日 平成21年8月7日

配当支払開始予定日 ―

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 232,277 △27.1 5,255 △84.5 6,544 △80.9 2,290 △87.8

21年3月期第1四半期 318,478 ― 33,867 ― 34,183 ― 18,839 ―

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 7.85 7.85
21年3月期第1四半期 64.48 64.43

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 1,155,644 510,340 43.0 1,701.04
21年3月期 1,117,417 484,485 42.2 1,615.98

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  496,552百万円 21年3月期  471,686百万円

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  

２２年３月期の配当金は未定です。詳細は、２ページ「※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」をご覧ください。 

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 ― 19.00 ― 19.00 38.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― ― ―

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 525,000 △21.3 18,000 △72.6 15,000 △76.2 3,000 △92.3 10.28

通期 1,070,000 △11.0 40,000 △34.8 34,000 △34.6 12,000 △44.8 41.11
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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、５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 

（１）業績見通しについては、当社が現時点で入手可能な情報と、合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績は見通しと大きく異なる
ことがあります。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につきましては、４ページ【訂正的情報・財務諸表等】３．連結業
績予想に関する定性的情報をご参照ください。 
（２）平成２２年３月期の配当予想については、経営環境の先行きが依然不透明であることから、現時点では未定とし、今後の業績動向などを勘案した上
で、第２四半期決算時をめどに決定しだい開示させていただきます。 

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 293,113,973株 21年3月期  293,113,973株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  1,203,483株 21年3月期  1,225,087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 291,894,145株 21年3月期第1四半期 292,156,287株
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当第１四半期連結累計期間の世界経済につきましては、各国において大規模な景気刺激策や金融安定化策がうた

れる中、中国をはじめとする一部の新興国に回復の兆しが見え始めているものの、欧米先進国においては内需・外

需がともに弱く、世界経済全体としてみると依然として景気後退局面が続いているものと推定されます。  

  そうした中、わが国経済は、雇用の悪化や消費の低迷が続くなど不安要素は依然残るものの、昨年から続く輸出

や生産の落ち込みには歯止めがかかり、景気は底入れしたとの見方が強まっています。  

 このような事業環境のもと、当社グループは、既存商品のシェアアップ、不況下でも需要が堅調な環境関連商品

の拡販、トータルコストダウンのより一層の推進など、売上高・利益の確保に取り組みましたが、需要の減退に加

えて為替換算の影響もあり、当第１四半期の連結売上高は、前年同期比27.1％減の2,322億77百万円となりました。 

  利益の面では、連結営業利益は52億55百万円（前年同期比84.5％減）、連結経常利益は65億44百万円（前年同期

比80.9％減）、連結四半期純利益は22億90百万円（前年同期比87.8％減）と大幅な減益となりました。  

  

主要な事業分野別の動向は次のとおりです。 

 

① 空調・冷凍機事業 

 国内住宅用空調機器では、ルームエアコンの業界需要が前年同期を下回る中、当社グループも、販売台数・売上

高ともに前年同期を下回りました。しかしながら、５月からスタートした政府のエコポイント制度に対応した販促

策のスピーディな展開や、ポイント対象機種の拡充により、省エネエアコンの販売台数は前年同期を大きく上回り

ました。  

 国内業務用空調機器では、前年下期以降の景気後退下での設備投資の抑制、建築着工の低迷により、業界需要は

前年同期を下回りました。当社グループも業界需要の減少影響を受け、販売台数・売上高ともに前年同期を下回り

ました。こうした中でも、商品面では、業界初の“フィルター自動清掃機能”を搭載した『クリーンZEAS－Q』や、

ビル用マルチエアコンとの組み合わせにより温度・湿度を個別コントロールし、省エネに貢献する“水配管レス調

湿外気処理機”『DESICA』など、省エネ・省コストに貢献できる差別化商品について、お客様より高い評価をいた

だき、販売を大きく伸ばしました。  

 海外では、前年下期以降の世界的な金融危機とそれに伴う景気後退により各地域の空調需要が縮小する厳しい事

業環境の中、各地域において他社に先んじた拡販取組みを続けましたが、海外空調事業全体の売上高は前年同期を

下回る結果となりました。  

 主要市場の欧州地域では、主要国のイタリア・スペインで５月中旬以降天候に恵まれ、住宅用空調需要向けを中

心に販売を伸ばしましたが、前年同期には及びませんでした。またサッカーのワールドカップ（南アフリカ２０１

０年）など国際イベント関連の大型需要に対して営業活動の強化を図りました。しかし景気後退による空調市場の

減速影響が大きく、住宅用・業務用とも欧州地域全体の売上高は前年同期を下回りました。   

 世界的な環境意識の高まりにより有望視されている暖房事業については、欧州市場向けに開発した“ヒートポン

プ式住宅温水暖房機”に適した販路の開発を進めることで、前年同期を上回る販売台数を達成しました。また昨年

10月に買収した暖房機器メーカーのロテックス社(ドイツ)の活用による暖房事業の基盤拡大や各欧州販社における

営業人員の強化を進めています。  

 中国地域では昨年の北京五輪を境に、景気後退や不動産市況悪化が顕著となり、住宅用・業務用とも空調需要が

大きく減退し、売上高は前年同期に比べ減少しました。江蘇・浙江など地方への販路拡大の加速、政府主導の内需

拡大策に伴う物件の獲得など、挽回に向けた販売取組みを進めています。  

 オセアニア地域では、豪州政府による住宅取得支援策の施行により需要が喚起され、住宅用空調機器の販売台数

が前年同期より伸長しました。東南アジア地域では、アジア市場向けに投入した製品を中心に販売を伸ばしまし

た。特にマレーシアでは好天に恵まれ住宅用・業務用空調機器とも出荷が好調に推移し、売上高は大きく前年同期

を上回りました。  

 アメリカ地域では住宅・建築市況低迷の中、オバマ政権の景気刺激策“グリーンニューディール”を追い風に環

境訴求・重点対策分野（学校・ヘルスケア）への特化、販路の強化を行いました。当社グループが得意とする学

校・公共市場の引合い獲得を強化したことにより、業務用空調機器の販売は堅調に推移しましたが、アメリカ地域

の売上高は前年同期並みにとどまりました。  

 低温・冷凍機器では、前年から続く世界的な景気後退の影響で、需要は大幅に落ち込み、販売は前年同期に比べ

減少しました。  

 空調・冷凍機事業全体の売上高は、前年同期比25.1％減の2,120億円、営業利益は前年同期比74.2％減の87億98百

万円となりました。   

【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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② 化学事業  

 フッ素樹脂は、米国LAN市場向けで新製品の拡販が進みましたが、前年後半から続く半導体・自動車市場向けを中

心とした需要低迷の影響により、フッ素樹脂全体の売上高は前年同期を下回りました。  

化成品においても、需要の落ち込みが継続していることにより、全体の売上高は前年同期に比べ減少しました。

撥水・撥油剤では、中国・アジア地域の販売が前年同期を下回りましたが、その他の地域では比較的堅調に推移し

ました。液晶ディスプレイ等に用いられる表面防汚コーティング剤は、用途開発の展開により、販売を伸ばしまし

た。  

 フルオロカーボンガスは、国内需要および中国・アジア地域の需要落ち込みから、売上高は前年同期に比べ減少

しました。  

  化学事業全体の売上高は、前年同期比43.5%減の161億25百万円となりました。損益面では、コスト削減に取り組

みましたが、販売数量減少の影響が大きく、21億39百万円の営業損失となりました。  

  

③ その他事業  

 産業機械用油圧機器は、当社の主力である工作機械・一般産業機械分野ともに、急激な設備投資の冷え込みによ

る大幅な需要減少の影響を受け、売上高は前年同期を下回りました。建機・車両用油圧機器においても、世界的な

市況低迷の影響を受け、主力の日本国内市場向けをはじめ、米国・欧州向けの需要減も重なり、売上高は前年同期

を下回りました。  

  特機部門では、防衛省向け砲弾の納入が第１四半期に繰り上がったことにより、売上高は前年同期を上回りまし

た。  

 その他事業全体では、売上高は前年同期比41.3％減の41億52百万円となりました。損益面では、13億75百万円の

営業損失となりました。  

  

総資産は、1兆1,556億44百万円となり、前連結会計年度末に比べて382億26百万円増加しました。流動資産は、

現金及び預金と売上債権の増加等により、前連結会計年度末比194億32百万円増加の5,512億66百万円となりまし

た。固定資産は、投資有価証券の時価変動による増加等のため、前連結会計年度末比187億94百万円増加の6,043億

78百万円となりました。  

  負債は、借入金、コマーシャル・ペーパーの増加等により前連結会計年度末比123億72百万円増加の6,453億4百万

円となり、有利子負債比率は、前連結会計年度末37.4％から、38.0％となりました。  

  純資産は、配当金の支払いによる55億45百万円の減少の一方、四半期純利益の計上、為替換算調整勘定及びその

他有価証券評価差額金の変動等により、前連結会計年度末比258億54百万円増加の5,103億40百万円となりました。 

  当第１四半期連結累計期間のキャッシュ・フローについては、営業活動では、売上債権・棚卸資産の減少等によ

り、前年同期に比べ278億93百万円増加し、123億6百万円のキャッシュの増加となりました。投資活動では、預入期

間が３か月超の定期預金等の増加等により、前年同期に比べ31億87百万円減少し、156億88百万円のキャッシュの減

少となりました。財務活動では、借入金の増加等により、前年同期に比べ29億90百万円増加し、103億58百万円のキ

ャッシュの増加となりました。この結果、現金及び現金同等物の当第１四半期連結会計期間の期末残高は、前連結

会計期間末に比べ113億89百万円増加し、1,157億11百万円となりました。  

  

依然先行きが不透明な事業環境にあることから、平成21年５月12日に公表いたしました当期業績予想を変更して

おりません。 

  

＜参考＞連結通期業績予想（平成21年４月１日～平成22年３月31日）                    (単位：百万円） 

 
 

  業績見通しについては、当社が現時点で入手可能な情報と合理的であると判断する一定の前提に基づいており、

実際の業績は見通しと大きく異なることがあります。その要因のうち、主なものは以下の通りです。  

  

・主要市場（日本、欧米、中国含むアジア）での政治・経済状況および製品需給の急激な変動  

・天候不順に伴う空調需要の変動  

・為替相場の大幅な変動(特にユーロ、米ドル相場)  

・重大な品質・生産トラブル  

・保有する有価証券、その他資産の時価の変動   

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

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

1,070,000 40,000 34,000 12,000
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該当事項はありません。 

  
  

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、原則として実地棚卸を省略し、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。  

  

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の額を期間按分して算定する方法

によっております。  

  

当社及び一部の連結子会社は、当連結会計年度の税金等調整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、税金等調整前四半期純利益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。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。 

  
  

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

【簡便な会計処理】

①棚卸資産の評価方法

②固定資産の減価償却費の算定方法

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

①税金費用の計算方法 

(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 119,628 105,241 

受取手形及び売掛金 183,334 178,248 

商品及び製品 127,773 133,740 

仕掛品 48,809 44,450 

原材料及び貯蔵品 37,122 38,453 

その他 39,977 36,803 

貸倒引当金 △5,379 △5,103 

流動資産合計 551,266 531,833 

固定資産   

有形固定資産 248,036 243,082 

無形固定資産   

のれん 191,053 193,404 

その他 9,922 9,400 

無形固定資産合計 200,975 202,804 

投資その他の資産   

投資有価証券 112,889 94,346 

その他 43,492 46,375 

貸倒引当金 △1,015 △1,026 

投資その他の資産合計 155,366 139,696 

固定資産合計 604,378 585,583 

資産合計 1,155,644 1,117,417 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 79,365 80,138 

短期借入金 82,544 74,879 

コマーシャル・ペーパー 137,000 120,000 

1年内償還予定の社債 20,000 20,000 

1年内返済予定の長期借入金 5,878 9,418 

未払法人税等 9,654 8,742 

製品保証引当金 16,992 17,393 

その他 90,200 98,553 

流動負債合計 441,636 429,124 

固定負債   

長期借入金 190,816 190,778 

退職給付引当金 3,784 3,939 

その他 9,066 9,089 

固定負債合計 203,667 203,807 

負債合計 645,304 632,931 
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 85,032 85,032 

資本剰余金 82,977 82,977 

利益剰余金 363,548 366,836 

自己株式 △4,659 △4,743 

株主資本合計 526,898 530,102 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △4,167 △15,397 

繰延ヘッジ損益 △552 464 

為替換算調整勘定 △25,625 △43,482 

評価・換算差額等合計 △30,346 △58,415 

新株予約権 757 764 

少数株主持分 13,030 12,035 

純資産合計 510,340 484,485 

負債純資産合計 1,155,644 1,117,417 
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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 318,478 232,277 

売上原価 205,072 162,047 

売上総利益 113,405 70,230 

販売費及び一般管理費 79,537 64,974 

営業利益 33,867 5,255 

営業外収益   

受取配当金 1,100 951 

その他 2,165 2,785 

営業外収益合計 3,265 3,736 

営業外費用   

支払利息 2,002 1,473 

その他 946 974 

営業外費用合計 2,949 2,447 

経常利益 34,183 6,544 

特別利益   

投資有価証券売却益 2 13 

新株予約権戻入益 － 7 

その他 － 1 

特別利益合計 2 21 

特別損失   

固定資産処分損 205 102 

投資有価証券評価損 77 174 

その他 － 0 

特別損失合計 282 276 

税金等調整前四半期純利益 33,903 6,289 

法人税等 14,292 3,671 

少数株主利益 771 327 

四半期純利益 18,839 2,290 
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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 33,903 6,289 

減価償却費 10,121 9,711 

のれん償却額 3,058 2,941 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 253 10 

受取利息及び受取配当金 △1,647 △1,356 

支払利息 2,002 1,473 

持分法による投資損益（△は益） △150 51 

有形固定資産処分損益（△は益） 205 102 

投資有価証券売却損益（△は益） △2 △13 

投資有価証券評価損益（△は益） 77 174 

売上債権の増減額（△は増加） △16,851 2,493 

たな卸資産の増減額（△は増加） △23,353 7,403 

仕入債務の増減額（△は減少） 41 △4,631 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 800 △175 

前払年金費用の増減額（△は増加） △279 298 

確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額(△は減
少)

33 6 

その他 △13,512 △8,281 

小計 △5,298 16,498 

利息及び配当金の受取額 1,669 1,368 

利息の支払額 △2,217 △1,596 

法人税等の支払額 △9,740 △3,963 

営業活動によるキャッシュ・フロー △15,587 12,306 

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 △11,297 △10,356 

有形固定資産の売却による収入 92 182 

投資有価証券の取得による支出 △1,431 △393 

投資有価証券の売却による収入 4 33 

事業譲受による支出 △309 △203 

その他 441 △4,951 

投資活動によるキャッシュ・フロー △12,500 △15,688 

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） 17,902 22,492 

長期借入れによる収入 3,254 28 

長期借入金の返済による支出 △6,719 △4,176 

配当金の支払額 △5,550 △5,545 

少数株主への配当金の支払額 △1,524 △1,954 

その他 4 △484 

財務活動によるキャッシュ・フロー 7,367 10,358 

現金及び現金同等物に係る換算差額 726 4,413 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △19,993 11,389 

現金及び現金同等物の期首残高 110,483 104,322 

現金及び現金同等物の四半期末残高 90,489 115,711 
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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) 

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 事業区分は、製品の種類、製造方法及び販売方法の類似性を勘案して決定しております。 

２ 各事業に含まれている主要な製品の名称 
(1) 空調・冷凍機事業……住宅用空調機器、業務用空調・冷凍機器、舶用空調・冷凍機器、電子システム 
(2) 化学事業………………フルオロカーボンガス、フッ素樹脂、化成品、化工機 
(3) その他事業……………産業機械用油圧機器・装置、建機・車両用油圧機器、集中潤滑機器・装置、砲弾、

誘導弾用弾頭 

  

(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】

空調・冷 
凍機事業 
(百万円)

化学事業
(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

282,865 28,536 7,075 318,478 ― 318,478

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

124 1,444 3 1,572 （1,572) ―

計 282,990 29,980 7,079 320,050 (1,572) 318,478

    営業利益又は損失(△) 34,110 297 △563 33,844 23 33,867

空調・冷 
凍機事業 
(百万円)

化学事業
(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

212,000 16,125 4,152 232,277 ― 232,277

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

87 895 51 1,034 (1,034) ―

計 212,087 17,020 4,203 233,311 (1,034) 232,277

  営業利益又は損失(△) 8,798 △2,139 △1,375 5,283 (28) 5,255
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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 国又は地域の区分は、連結会社が所在する地域によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

 (1) アジア・オセアニア：タイ、シンガポール、中国、香港、オーストラリア、インド、マレーシア 

 (2) ヨーロッパ：ベルギー、ドイツ、フランス、オランダ、スペイン、イタリア、イギリス、ギリシャ、ポル

トガル、チェコ、スウェーデン 

 (3) アメリカ：米国、アルゼンチン、メキシコ、カナダ 

 (4) その他の地域：南アフリカ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦 

   

【所在地別セグメント情報】

国内 
(百万円)

アジア・
オセアニア
(百万円)

ヨーロッパ
(百万円)

アメリカ
(百万円)

その他
の地域 
(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

121,514 67,354 96,885 30,794 1,928 318,478 ― 318,478

 (2) セグメント間 
   の内部売上高 
   又は振替高

38,488 32,541 1,591 1,749 127 74,498 (74,498) ―

計 160,003 99,895 98,477 32,543 2,056 392,976 (74,498) 318,478

 営業利益又は損失(△) 10,498 10,455 11,471 △1,723 △51 30,650 3,217 33,867

国内 
(百万円)

アジア・
オセアニア
(百万円)

ヨーロッパ
(百万円)

アメリカ
(百万円)

その他
の地域 
(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

93,327 48,235 63,967 24,065 2,681 232,277 ― 232,277

 (2) セグメント間 
   の内部売上高 
   又は振替高

16,417 15,961 2,319 833 20 35,552 (35,552) ―

計 109,744 64,197 66,286 24,898 2,701 267,829 (35,552) 232,277

 営業利益又は損失(△) △5,909 5,608 6,724 △1,792 246 4,878 377 5,255
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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 国又は地域の区分は、主要な販売先の所在する地域によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

 (1) アジア・オセアニア：タイ、シンガポール、中国、香港、台湾、インドネシア、オーストラリア、イン

ド、マレーシア 

 (2) ヨーロッパ：ベルギー、ドイツ、フランス、オランダ、スペイン、イタリア、イギリス、ギリシャ、ポル

トガル、ロシア、スウェーデン 

 (3) アメリカ：米国、アルゼンチン、メキシコ、カナダ 

 (4) その他の地域：中近東地域、アフリカ地域 

  

  

  

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。 

  

【海外売上高】

アジア・ 
オセアニア

ヨーロッパ アメリカ その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 75,436 91,447 32,351 8,307 207,543

Ⅱ 連結売上高(百万円) 318,478

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

23.7 28.7 10.2 2.6 65.2

アジア・ 
オセアニア

ヨーロッパ アメリカ その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 53,098 61,137 24,536 5,582 144,354

Ⅱ 連結売上高(百万円) 232,277

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

22.9 26.3 10.6 2.4 62.1

(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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