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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 26,977 △11.2 200 △61.6 782 △8.3 531 4.8
21年3月期第1四半期 30,380 ― 520 ― 853 ― 507 ―

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 8.79 ―
21年3月期第1四半期 8.12 ―

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 85,044 33,672 39.1 549.52
21年3月期 81,036 30,662 37.5 501.67

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  33,258百万円 21年3月期  30,363百万円

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 ― 6.00 ― 6.00 12.00
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

57,000 △9.7 800 2.6 1,000 △20.5 700 △31.9 11.57

通期 114,000 △5.8 1,800 136.9 2,000 36.5 1,400 68.6 23.13
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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） 

（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 
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り大きく異なる可能性があります。なお、業績予想に関する事項は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」をご覧下さい。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
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 62,601,161株 21年3月期  62,601,161株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  2,077,619株 21年3月期  2,076,316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 60,523,980株 21年3月期第1四半期 62,526,283株
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当第１四半期連結会計期間の世界経済は、アジアで持ち直しの動きがみられるものの、欧米は景気が後

退しており、深刻な状況が続きました。日本経済は、輸出がアジア向けを中心に持ち直すなど明るい材料

がみられるものの、企業業績の悪化や設備投資の減少、雇用環境の悪化など非常に厳しい状況で推移しま

した。 

このような状況の中で、当社グループはコア事業である印刷用インキ事業において、日米欧の先進地域

では高品質な環境配慮型製品の投入によるシェアの維持・拡大を、成長が期待されるアジア地域ではコス

トパフォーマンスに優れた製品の投入による拡販を図るとともに、当社の強みである工場力を生かした生

産技術の革新による原価低減や、費用対効果の徹底によるコスト削減を図り、原材料高に対応した「利益

を生む企業体質」を実現すべく、それぞれの継続課題に取り組みました。また、インクジェット用イン

キ、トナーといった記録材料や、顔料分散体の開発・拡販に努め、機能性コーティング剤の開発などにも

注力し、全社を挙げて収益性の向上に努めました。 

印刷用インキは、前年の第４四半期に比べ販売数量・金額ともに前年比の減少幅は縮小したものの、厳

しい経済環境を背景として欧米を中心に販売数量が落ち込んだほか、円高による為替換算の影響を受けま

した。また、印刷製版用材料も印刷物の需要減に合わせて減少し、印刷製版関連機器なども景気悪化の影

響を受けて減少しました。この結果、売上高は269億７千７百万円（前年同期比11.2％減少）となりまし

た。 

利益面では、印刷用インキ事業において、販売数量の減少や原材料高といったマイナス要因を、昨年実

施した販売価格の改定効果や、北米の工場統廃合及び全グループを対象とした諸経費の抑制によるコスト

削減効果といったプラス要因が上回ったことから前年同期比では増益となりましたが、インクジェット用

インキ事業などの収益性が貸倒費用の増加や売上不振により悪化したため、営業利益は２億円（前年同期

比61.6％減少）となりました。経常利益は持分法投資利益が増加したことから、７億８千２百万円（前年

同期比8.3％減少）となり、四半期純利益は５億３千１百万円（前年同期比4.8％増加）となりました。 
  

【事業の種類別セグメントの業績】 

  

 
(※)実質増減率：海外連結子会社の為替換算の影響を除いた増減率 

  

（印刷用インキ事業） 

印刷用インキの販売数量は、前年の第４四半期に比べ前年比の減少幅は縮小したものの、北米を中心

に全体では落ち込みました。北米は、昨年後半からの景気後退の影響に加え、前年の第２四半期におい

て価格面で折り合いがつかなかったことによる販売減が響き、前年同期比では大幅に減少しました。ア

ジアは引き続き景気減速の影響を受け、一部の地域を除いて減少しました。日本は昨年秋以降の急激な

景気悪化による需要減が影響し、低調に推移しました。売上高は、販売数量の減少に加え、円高による

為替換算の影響を受けた結果、186億１千８百万円（前年同期比11.5％減少）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

(単位：百万円)

売上高 営業利益又は営業損失（△）

前期 当期 増減額 増減率 (※)実質 前期 当期 増減額

印刷用インキ 21,027 18,618 △2,408 △11.5％ △3.5％ 1,108 1,200 92

印刷用機材 6,825 6,187 △637 △9.3％ △9.3％ 63 0 △62

その他 3,308 2,935 △372 △11.3％ △9.7％ 30 △330 △361

消去又は全社 △780 △764 15 ― ─ △681 △670 11

合計 30,380 26,977 △3,403 △11.2％ △5.5％ 520 200 △320
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利益面では、販売数量の減少や原材料高といったマイナス要因を、昨年実施した販売価格の改定効果

や、北米の工場統廃合及び全グループを対象とした諸経費の抑制によるコスト削減効果といったプラス

要因が上回ったことから、営業利益は12億円（前年同期比8.3％増加）となりました。 
  

（印刷用機材事業） 

印刷製版用材料は、昨年秋以降の急激な景気悪化に伴う印刷物の減少により、大幅に減少しました。

また、印刷製版関連機器は景気悪化を背景とした設備投資の冷え込みの影響を受けて減少しました。こ

の結果、売上高は61億８千７百万円（前年同期比9.3％減少）となりました。 

利益面では、貸倒費用の減少やコスト削減効果が寄与したものの、売上高の減少や仕入価格の上昇に

より、営業利益は０百万円（前年同期比98.8％減少）となりました。 
  

（その他の事業） 

顔料分散体は好調に推移し、記録材料は欧州のインクジェット用インキ事業の子会社２社を新規連結

したことにより増加しましたが、広告ディスプレイサービスや化成品などは、急激な景気悪化の影響を

受けて大幅に減少しました。この結果、売上高は29億３千５百万円（前年同期比11.3％減少）となりま

した。 

利益面では、インクジェット用インキ事業において、貸倒費用やのれん償却額などのコストが大幅に

増加したことに加え、ディスプレイサービス事業の収益性が売上不振により大幅に悪化したことから、

３億３千万円の営業損失となりました。 
  

【所在地別セグメントの業績】 

 
(※)実質増減率：海外連結子会社の為替換算の影響を除いた増減率 

  

（日 本） 

印刷用インキの販売数量は、食品関連の包装用グラビアインキなどは健闘しましたが、昨年秋以降の

急激な景気悪化に伴う広告の減少や個人消費の低迷による需要減が影響し、全体としては低調に推移し

ました。印刷製版用材料、印刷製版関連機器などは、景気悪化に伴う需要減により減少しました。この

結果、売上高は170億９百万円（前年同期比5.6％減少）となりました。 

利益面では、印刷用機材事業などの収益性が悪化したものの、印刷用インキ事業において、販売数量

の減少や原材料高、貸倒費用の増加といったマイナス要因を、業績連動型制度に基づく賞与の減額のほ

か、旅費、広告費などの抑制によるコスト削減効果や、昨年実施した販売価格の改定効果といったプラ

ス要因が上回ったことから、営業利益は９億９千９百万円（前年同期比24.6％増加）となりました。 
  

(単位：百万円)

売上高 営業利益又は営業損失（△）

前期 当期 増減額 増減率 (※)実質 前期 当期 増減額

日本 18,014 17,009 △1,005 △5.6％ △5.6％ 802 999 197

アジア 2,877 2,586 △290 △10.1％ 13.6％ 134 286 152

北米 8,228 6,730 △1,498 △18.2％ △10.8％ 123 △321 △444

その他 1,816 1,388 △428 △23.6％ 1.8％ 82 △110 △192

消去又は全社 △556 △736 △180 ― ─ △621 △654 △33

合計 30,380 26,977 △3,403 △11.2％ △5.5％ 520 200 △320
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（アジア） 

印刷用インキの販売数量は、昨年後半からの景気減速の影響を受け、一部の地域を除いて減少しまし

た。売上高は、販売数量の減少を昨年実施した販売価格の改定効果が上回り、現地通貨ベースでは増加

しましたが、円高による為替換算の影響を受けた結果、25億８千６百万円（前年同期比10.1％減少）と

なりました。 

利益面では、販売数量の減少や原材料高に加え、円高による為替換算の影響といったマイナス要因を

販売価格の改定効果が上回り、営業利益は２億８千６百万円（前年同期比113.4％増加）となりまし

た。 
  

（北 米） 

印刷用インキの販売数量は、前年の第４四半期に比べ前年比の減少幅は縮小したものの、昨年後半か

らの景気後退に伴う広告の減少や個人消費の低迷による需要減に加え、前年の第２四半期において価格

面で折り合いがつかなかったことによる販売減が響き、前年同期比では大幅に減少しました。売上高

は、販売数量の減少に加え、円高による為替換算の影響を受けた結果、67億３千万円（前年同期比

18.2％減少）となりました。 

利益面では、印刷用インキ事業において、工場統廃合及び賞与の減額などの諸経費抑制によるコスト

削減により損益改善が進み、昨年実施した販売価格の改定効果も寄与しましたが、販売数量の減少や原

材料高を補って黒字化するまでには至らなかったことに加え、インクジェット用インキ事業において、

貸倒費用が大幅に増加したことにより、３億２千１百万円の営業損失となりました。 
  

（その他） 

印刷用インキの販売数量は、昨年後半からの景気後退に伴う需要減に加え、昨年７月に発生したスペ

イン子会社の工場火災による影響もあり、大幅に減少しました。売上高は、インクジェット用インキ事

業の子会社２社を新規連結したことによる増加がありましたが、印刷用インキの販売数量の減少に加

え、円高による為替換算の影響を受けた結果、13億８千８百万円（前年同期比23.6％減少）となりまし

た。 

利益面では、印刷用インキの販売数量の減少に加え、インクジェット用インキ事業の収益性がのれん

償却額の増加などにより悪化したことから、１億１千万円の営業損失となりました。 
  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、時価評価による投資有価証券の増加や、新規連結に伴

うのれんの増加に加え、円安による為替換算の影響を受けた結果、前連結会計年度末比40億７百万

円（4.9％）増加の850億４千４百万円となりました。 

負債は、仕入債務が減少したものの、未払費用や繰延税金負債が増加したことに加え、円安によ

る為替換算の影響を受けた結果、前連結会計年度末比９億９千６百万円（2.0％）増加の513億７千

１百万円となりました。 

純資産は、期末配当の実施による利益剰余金の減少があったものの、四半期純利益の計上、新規

連結に伴う資本剰余金の増加、評価・換算差額等の増加などにより、前連結会計年度末比30億１千

万円（9.8％）増加の336億７千２百万円となりました。 
  

当第１四半期連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次の通りであります。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少があったものの、税金等調整前四半期純

利益、減価償却費などにより、４億６千２百万円の資金の増加となり、前年同四半期連結会計期間

に比べ３億１千６百万円の減少となりました。 

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

(２) キャッシュ・フローの状況
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投資活動によるキャッシュ・フローは、北米及びインドを中心とした有形固定資産の取得や、投

資有価証券の取得などにより、７億３千２百万円の資金の減少となり、前年同四半期連結会計期間

に比べ１億９千１百万円の減少となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、主に配当金の支払により、４億９百万円の資金の減少と

なり、前年同四半期連結会計期間に比べ４千６百万円の減少となりました。 

以上の結果、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の期末残高は30億９千４百

万円となり、前連結会計年度末に比べ５億７千８百万円の減少となりました。 
  

今後の世界経済は、アジアで持ち直しの動きがみられますが、日米欧は経済対策による効果が表れてき

ているものの、悪化している雇用情勢や個人消費の下振れが懸念されるなど、厳しい状況が続くと予想さ

れます。 

当社グループの印刷用インキ事業は、先進国においてはメディアの多様化により印刷物の需要が減少す

る傾向にありますが、環境配慮型製品は今後も伸びていくと予想されます。また、成長が期待されるアジ

アは、一部の国では景気が持ち直し、需要が緩やかに回復するものと予想されます。 

業績予想につきましては、インクジェット用インキなどの印刷用インキ以外の事業が、貸倒費用の増加

や広告の低迷を背景とした売上不振により想定以上に悪化しておりますが、印刷用インキ事業において、

原油価格の高騰に伴う原材料価格の再上昇が懸念されるものの、日米でコスト削減が進み損益改善が見込

まれることに加え、アジアも想定より売上の増加が見込まれるなどのプラス材料があることから、当初の

予想を据え置くことといたします。 
    

該当事項はありません。 
  

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、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場合については、前連結会計年度決算におい

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しております。 

また、前連結会計年度末以降に経営環境等、または、一時差異等の発生状況に著しい変化が認

められた場合については、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測やタックス・プ

ランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用しております。 
  

「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10日公表分）及び「持分法適

用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年３月10日）が平成

22年３月31日以前に開始する連結会計年度から適用できることになったことに伴い、当第１四半

期連結会計期間よりこれらの会計基準等を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

この修正による営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であり

ます。 

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：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 3,099 3,678

受取手形及び売掛金 32,415 32,064

商品及び製品 5,759 5,565

仕掛品 648 618

原材料及び貯蔵品 2,904 2,596

その他 2,168 1,787

貸倒引当金 △631 △436

流動資産合計 46,366 45,873

固定資産   

有形固定資産 20,555 19,909

無形固定資産   

のれん 1,141 401

その他 1,736 1,071

無形固定資産合計 2,877 1,473

投資その他の資産   

投資有価証券 12,727 10,558

その他 3,732 4,444

貸倒引当金 △1,214 △1,223

投資その他の資産合計 15,245 13,779

固定資産合計 38,678 35,163

資産合計 85,044 81,036

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 17,959 18,812

短期借入金 9,996 9,320

1年内返済予定の長期借入金 2,341 2,156

未払費用 3,075 2,253

未払法人税等 467 161

賞与引当金 321 625

その他 1,731 1,598

流動負債合計 35,893 34,927

固定負債   

長期借入金 11,751 12,147

退職給付引当金 2,446 2,486

その他 1,280 813

固定負債合計 15,478 15,447

負債合計 51,371 50,374
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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 7,472 7,472

資本剰余金 6,106 5,765

利益剰余金 25,836 25,773

自己株式 △635 △635

株主資本合計 38,781 38,377

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,256 △325

繰延ヘッジ損益 6 3

為替換算調整勘定 △6,784 △7,691

評価・換算差額等合計 △5,522 △8,014

少数株主持分 414 298

純資産合計 33,672 30,662

負債純資産合計 85,044 81,036
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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 30,380 26,977

売上原価 23,787 21,056

売上総利益 6,593 5,920

販売費及び一般管理費 6,072 5,720

営業利益 520 200

営業外収益   

受取利息 43 35

受取配当金 116 96

持分法による投資利益 111 405

その他 237 247

営業外収益合計 509 785

営業外費用   

支払利息 137 125

為替差損 － 60

その他 39 17

営業外費用合計 176 203

経常利益 853 782

特別利益   

受取保険金 － 86

特別利益合計 － 86

特別損失   

投資有価証券評価損 － 37

特別損失合計 － 37

税金等調整前四半期純利益 853 830

法人税、住民税及び事業税 478 433

法人税等調整額 △150 △131

法人税等合計 328 301

少数株主利益又は少数株主損失（△） 16 △2

四半期純利益 507 531
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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 853 830

減価償却費 609 615

のれん償却額 70 87

貸倒引当金の増減額（△は減少） 60 167

退職給付引当金の増減額（△は減少） 35 △41

賞与引当金の増減額（△は減少） △374 △304

投資有価証券評価損益（△は益） － 37

受取利息及び受取配当金 △159 △132

支払利息 137 125

持分法による投資損益（△は益） △111 △405

受取保険金 － △86

売上債権の増減額（△は増加） 295 214

たな卸資産の増減額（△は増加） △487 31

仕入債務の増減額（△は減少） △221 △1,192

その他 519 615

小計 1,226 563

利息及び配当金の受取額 184 135

利息の支払額 △129 △125

法人税等の支払額 △501 △197

保険金の受取額 － 86

営業活動によるキャッシュ・フロー 779 462

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 △606 △411

有形固定資産の売却による収入 49 3

投資有価証券の取得による支出 △4 △110

貸付けによる支出 △118 △151

貸付金の回収による収入 146 98

その他 △6 △161

投資活動によるキャッシュ・フロー △541 △732

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） 298 324

長期借入れによる収入 － 500

長期借入金の返済による支出 △263 △867

配当金の支払額 △375 △363

少数株主への配当金の支払額 △16 －

その他 △6 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー △362 △409

現金及び現金同等物に係る換算差額 △333 76

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △458 △602

現金及び現金同等物の期首残高 4,212 3,673

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

－ 23

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,754 3,094
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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 事業区分は、製商品系列別区分によっております。 

２ 各事業部門の主要取扱品目 

前第１四半期連結累計期間 

 
当第１四半期連結累計期間 

 
  

(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】

印刷用 

インキ事業 

(百万円)

印刷用 

機材事業 

(百万円)

その他 

の事業 

(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
21,022 6,612 2,745 30,380 ― 30,380

 (2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高
5 212 562 780 △780 ―

計 21,027 6,825 3,308 31,161 △780 30,380

営業利益 1,108 63 30 1,202 △681 520

印刷用 

インキ事業 

(百万円)

印刷用 

機材事業 

(百万円)

その他 

の事業 

(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
18,615 5,938 2,423 26,977 ― 26,977

 (2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高
3 249 511 764 △764 ―

計 18,618 6,187 2,935 27,742 △764 26,977

営業利益又は営業損失(△) 1,200 0 △330 870 △670 200

部門 主要取扱品目

印刷用インキ 
事業

製品
新聞用インキ、オフセット用インキ、段ボール・紙袋用インキ、包装用グラ
ビアインキ、金属用インキ

印刷用機材 
事業

商品 製版用感材及び印刷用版材等の印刷製版用材料、印刷製版関連機器

その他の事業

製品 記録材料関連品、顔料分散技術関連品、大型ディスプレイの製作

商品 電子情報関連機器、色彩関連機器、化成品

部門 主要取扱品目

印刷用インキ 
事業

製品
新聞用インキ、オフセット用インキ、段ボール・紙袋用インキ、包装用グラ
ビアインキ、金属用インキ

印刷用機材 
事業

商品 製版用感材及び印刷用版材等の印刷製版用材料、印刷製版関連機器

その他の事業

製品 インクジェット用インキ、トナー、顔料分散体、ディスプレイサービス

商品 色彩関連機器、化成品
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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、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 

前第１四半期連結累計期間 

(1) アジア……中国、インドネシア、マレーシア、インド、ベトナム 

(2) 北米………米国、カナダ 

(3) その他……スペイン、英国、フランス、ルクセンブルク 

当第１四半期連結累計期間 

(1) アジア……中国、インドネシア、マレーシア、インド、ベトナム 

(2) 北米………米国、カナダ 

(3) その他……スペイン、英国、フランス、イタリア、チェコ 

  

【所在地別セグメント情報】

日本 

(百万円)

アジア 

(百万円)

北米 

(百万円)

その他 

(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
17,733 2,877 7,954 1,815 30,380 ― 30,380

 (2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高
280 ― 274 1 556 △556 ―

計 18,014 2,877 8,228 1,816 30,937 △556 30,380

営業利益 802 134 123 82 1,141 △621 520

日本 

(百万円)

アジア 

(百万円)

北米 

(百万円)

その他 

(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
16,684 2,586 6,329 1,377 26,977 ― 26,977

 (2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高
324 ― 401 10 736 △736 ―

計 17,009 2,586 6,730 1,388 27,714 △736 26,977

営業利益又は営業損失(△) 999 286 △321 △110 854 △654 200
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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 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

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 各区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア……中国、インドネシア、マレーシア、インド、ベトナム 

(2) 北米………米国、カナダ 

(3) その他……スペイン、英国、フランス、メキシコ 

  

該当事項はありません。 

【海外売上高】

アジア 北米 その他 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 3,210 7,380 2,497 13,088

Ⅱ 連結売上高(百万円) 30,380

Ⅲ 連結売上高に占める 

  海外売上高の割合(％)
10.6 24.3 8.2 43.1

アジア 北米 その他 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 2,909 5,979 1,849 10,738

Ⅱ 連結売上高(百万円) 26,977

Ⅲ 連結売上高に占める 

  海外売上高の割合(％)
10.8 22.1 6.9 39.8

(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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