
平成22年3月期 第1四半期決算短信 

平成21年8月10日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 稲畑産業株式会社 上場取引所 東 大 

コード番号 8098 URL http://www.inabata.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 稲畑 勝太郎

問合せ先責任者 （役職名） 取締役執行役員 （氏名） 横田 健一 TEL 03-3639-6421
四半期報告書提出予定日 平成21年8月13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 91,332 △26.0 189 △89.4 236 △90.2 245 △79.3

21年3月期第1四半期 123,488 ― 1,796 ― 2,410 ― 1,184 ―

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 3.78 ―

21年3月期第1四半期 18.19 ―

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 211,153 65,706 30.9 1,001.60
21年3月期 215,279 63,599 29.1 963.50

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  65,165百万円 21年3月期  62,713百万円

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

192,000 △25.3 800 △77.7 500 △88.4 300 ― 4.61

通期 405,000 △8.5 3,500 △2.1 3,000 △21.5 1,500 △30.6 23.05
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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、７ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご参照下さい。 

(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、７ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご参照下さい。 

(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予想数値と異なる場
合があります。なお、業績予想に関する事項は添付資料６ページをご参照下さい。 

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 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 65,159,227株 21年3月期  65,159,227株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  97,949株 21年3月期  70,288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 65,068,202株 21年3月期第1四半期 65,089,057株
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 業績  

 当第１四半期連結会計期間における日本経済は、中国など海外の一部で経済環境が持ち直したことや在庫調整

が進んだことなどから若干の回復の兆しがみられたものの、設備投資の減少や雇用情勢の悪化が続き、厳しい状

況となりました。また欧米経済も深刻な状況が続きました。 

 こうした中、主力の情報電子事業や合成樹脂事業が低調だったことに加え、円高も影響し、売上高は91,332百

万円(対前年同期比26.0％減）となりました。同様に売上総利益は5,624百万円（同25.3％減）、営業利益は189

百万円（同89.4％減）となりました。 

 また、経常利益は受取配当金等の減少により236百万円（同90.2％減）となり、当四半期純利益は245百万円

（同79.3％減）となりました。  

  

①事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

（情報電子事業） 

 情報電子事業は、中国の景気刺激策の効果や昨年末の急激な生産調整に対する反動などにより、液晶テレビ関

連を中心とする商材に回復の兆しがみられました。 

 プリンター・複写機分野は、回復基調となる中、シェア拡大に努めました。しかしながら企業によるコスト削

減の影響からカラートナー分野は厳しい状況となるなど、力強さはみられませんでした。 

 半導体関連は、液晶テレビや携帯電話向けに回復傾向がみられました。ただ自動車関連などの回復が力強さに

欠けたことから不透明感が残りました。 

 太陽電池関連は、重点分野の一つと位置付けて今後の事業拡大へ向けた新開拓に積極的に取り組みました。 

 一方、装置関連は新規設備投資の回復が当面期待できない中、新規受注は極めて低調でした。ただ大型真空装

置の検収が上がったことから売上高は対前年同期比で大幅に増加しました。 

 また電子部品などの製造工程で使用される各種材料は若干の回復がみられたものの、対前年同期比では大幅減

となりました。 

 これらの結果、売上高は39,632百万円（同16.5％減）となりました。 

  

（住環境事業） 

 住環境事業は、建築・不動産不況が長期化して回復の兆しがみえない中、建築着工戸数の減少や竣工物件の値

下げが重なり、事業環境は一層冷え込みました。 

 住宅・産業資材関連は、ハウスメーカー、ビルダーのいずれへの販売も厳しい状況が続き、大きく落ち込みま

した。こうした中、産業資材の住宅水廻り機器関連は、新規開拓が実り微増となりました。 

 木材・建材関連は、輸入木材の販売が停滞したほか、 終マーケットである日本国内の需要が低迷したため、

三国間貿易も縮小しました。建材用資材の生産減も深刻な状況で、事業再編に向けた動きが活発化しました。 

 これらの結果、売上高は4,353百万円（同15.7％減）となりました。 

（化学品事業） 

 化学品事業は、不況のあおりで機能化学品関連が大幅に落ち込みました。これに対しライフサイエンス関連の

減少幅は比較的緩やかでした。 

 機能化学品関連では樹脂原料、自動車部品用アラミド繊維、シリコーン樹脂が大幅に減少しました。塗料、イ

ンキ、製紙薬剤関連も落ち込みました。 

 ライフサイエンス関連では医薬中間体、原薬の国内向けは順調だったものの、欧州を中心とする海外への輸出

が減少したことから全体としては減少しました。生活関連商品は、家庭用殺虫剤が微増となったものの、ホーム

プロダクツ製品の減少が響き横這いとなりました。 

 グループ会社の稲畑ファインテックでは新たに添加剤事業を開始しました。 

 これらの結果、売上高は13,646百万円（同29.9％減）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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（合成樹脂事業） 

 合成樹脂事業は需要低迷により厳しい展開となりました。 

 国内の高機能樹脂は、一部に回復の兆しがみえたほか、新規開拓による販売が若干伸びたものの、自動車や電

子・電気機器用コネクター関連を中心に大きく落ち込みました。 

 高機能樹脂の輸出も回復の動きはみられたものの、対前年同期比では減少しました。 

 汎用樹脂の国内販売は、高機能樹脂と比べ需要の落ち込みは相対的に緩やかだったものの、減少しました。 

 一般フィルム製品や機能フィルム製品は、景気悪化と価格下落の影響で低調に推移しました。国内原料販売も

不振でした。 

 一方、シート製品はグループ会社の乳製品関連容器が順調でした。スポーツ資材はグリップテープを中心に堅

調に推移しました。 

 これらの結果、売上高は28,956百万円（同34.8％減）となりました。 

  

（食品事業） 

 食品事業は2008年度末をもって米国産牛肉の輸入ビジネスを大幅に縮小したことなどから対前年同期比では売

上高が減少しました。 

 水産物はサーモン事業の縮小・見直しを図った結果、販売減となりました。またエビ、ウニを柱として取扱品

の見直しを図りました。 

 農産物も主力のブルーベリーの価格が大幅に下落して苦戦となりましたが、冷凍野菜を中心とする国産品の取

り扱い強化を図りました。  

 これらの結果、売上高は4,264百万円（同29.7％減）となりました。 

  

②所在地別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

（日本） 

 日本は世界経済の減速を受け、情報電子事業や合成樹脂事業が厳しい展開となりました。また化学品事業も比

較的堅調だったライフサイエンス関連の一部を除き苦戦となりました。 

 これらの結果、売上高は64,553百万円（同19.3％減）となりました。 

  

（東南アジア） 

 東南アジアでは、販売先に欧米向け輸出企業が多く、世界同時不況の影響が深刻でした。特に加工部門の稼動

が大幅に低下しました。 

 シンガポールでは、輸出を中心とする企業向けの販売が落ち込みましたが、インド向けは増加しました。 

 マレーシアは電子部品関連が厳しい状況となりました。 

 タイでも商社・加工部門ともに大幅減となりました。一方、日本向け包装材料・文房具関連は順調でした。 

 インドネシアの落ち込みは相対的に緩やかで、新規テーマの育成に注力しました。 

 フィリピンでは樹脂コンパウンド事業から撤退しました。 

 ベトナムでは、在庫調整により主力のＯＡ関連メーカーへの販売が減少しました。 

 これらの結果、売上高は8,867百万円（同49.2％減）となりました。 

  

（北東アジア） 

  北東アジアでは、調整局面が続く中、主力の合成樹脂・情報電子セグメントが総じて低調でした。 

 香港、華南では樹脂コンパウンド事業が大幅生産減となりました。一方、情報電子関連では、中国国内需要の

増加により液晶関連商品が回復傾向となりました。 

 華東では、合成樹脂関連、電子材料や液晶関連商品、染料、化学品の売上が低調でした。 

 華北も全体的に不振でした。 

 台湾では2008年末からの急激な需要減で苦戦しましたが、中国向け液晶関連ビジネスが回復基調となりまし

た。 

 韓国も液晶関連ビジネスに回復がみられました。 

 これらの結果、売上高は12,440百万円（同35.3％減）となりました。 
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（米州） 

  米州では、経済危機の影響により販売が大幅に落ち込みました。 

 情報電子関連では液晶、半導体向けが大幅減となり、ダイブコンピューターも円高の影響で苦戦となりまし

た。 

 化学品関連も消費の落ち込みを受け、トナー、インキなどが大幅に落ち込みました。 

 合成樹脂関連は薄型テレビ材料の販売落ち込みが比較的緩やかだったことからほぼ前年並となりました。 

 食品関連は、関連会社のDNI GROUP, LLCが引き続き好調だったものの、全体としては前年並みとなりました。

 またグループ会社で行っていた液晶テレビメーカー向けの金属加工事業は撤退しました。 

 これらの結果、売上高は2,876百万円（同28.5％減）となりました。 

  

（欧州） 

 欧州の景気は大きく後退し、この影響から販売が減少、利益面でも苦戦を強いられました。 

 フランスでは、製造子会社PHARMASYNTHESE S.A.S.の医薬向け販売が若干伸びたものの、電子材料関連が減少

し、高級化粧品原料も落ち込みました。 

 ポーランドでは、在庫削減のための生産調整により、液晶ディスプレー用材料の販売が減少しました。 

 これらの結果、売上高は2,593百万円（同8.5％減）となりました。  
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(1）資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べて4,126百万円減少（同1.9％減）

し、211,153百万円となりました。 

 流動資産の減少7,414百万円は、主に受取手形及び売掛金、商品及び製品並びにその他の減少等によるもので

あります。  

 固定資産の増加3,288百万円は、主に無形固定資産、株式市況の回復による投資有価証券の増加等によるもの

であります。 

 当第１四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べて6,232百万円減少（同4.1％減）

し、145,446百万円となりました。 

 流動負債の減少6,967百万円は、主に短期借入金の減少等によるものであります。 

  固定負債の増加734百万円は、主としてその他の増加等によるものであります。その内容は主に繰延税金負債

であります。 

  当第１四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べて2,106百万円増加（同3.3％増）

し、65,706百万円となりました。これは、主に円安となったことに伴う為替換算調整勘定の変動、株式市況の回

復によるその他有価証券評価差額金の増加等によるものであります。 

  この結果、自己資本比率は30.9％（前連結会計年度末より1.8％増加）となりました。期末発行済株式総数に

基づく１株当たり純資産額は1,001円60銭（前連結会計年度末より38円10銭増加）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、売上債権、たな卸資産

及びその他の流動資産の減少額がその他の流動負債の減少額、法人税等の支払額及び短期借入金の純減少額を上

回ったこと等により前連結会計年度末に比して1,497百万円増加の12,678百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期連結会計期間において営業活動の結果得られた資金は前年同期より10,399百万円増加の10,775百

万円となりました。これは主に、売上債権、たな卸資産及びその他の流動資産の減少額が仕入債務その他の流動

負債の減少額及び法人税等の支払額を上回ったこと等によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期連結会計期間において投資活動の結果得られた資金は前年同期より456百万円増加の149百万円と

なりました。これは主に、短期貸付金の純減少額が無形固定資産の取得による支出及び子会社株式の取得による

支出を上回ったこと等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期連結会計期間において財務活動の結果使用した資金は前年同期より8,888百万円増加の9,772百万

円となりました。これは主に、短期借入金の純減少額及び配当金の支払額によるものであります。 

  

  

 平成22年３月期の連結業績予想につきましては、第２四半期連結累計期間、通期とも平成21年５月11日公表の業績

予想から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

稲畑産業㈱　（８０９８）　平成22年３月期第１四半期決算短信

－6－



  

 該当事項はありません。   

  

 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理は適用しておりません。 

 なお、当社及び連結子会社においては、以下の項目につき、簡便な会計処理を適用しております。 

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を使用して貸倒見高を算定しております。  

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 

  連結子会社の法人税等の計上基準については、主として法定実効税率をベースとした簡便な方法により計算

 しております。  

  連結子会社の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

 時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、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。  

  

 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

（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 12,681 11,247

受取手形及び売掛金 102,326 104,197

商品及び製品 22,143 24,736

仕掛品 340 383

原材料及び貯蔵品 1,857 2,357

その他 7,954 11,710

貸倒引当金 △1,048 △963

流動資産合計 146,254 153,668

固定資産   

有形固定資産 12,220 11,765

無形固定資産   

のれん 405 405

その他 4,861 4,319

無形固定資産合計 5,267 4,724

投資その他の資産   

投資有価証券 40,767 38,729

その他 10,107 9,935

貸倒引当金 △3,464 △3,545

投資その他の資産合計 47,411 45,119

固定資産合計 64,899 61,610

資産合計 211,153 215,279

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 68,565 66,811

短期借入金 42,634 49,499

未払法人税等 789 1,609

賞与引当金 582 779

事業整理損失引当金 40 －

債務保証損失引当金 332 －

その他 5,487 6,700

流動負債合計 118,432 125,399

固定負債   

長期借入金 15,086 14,774

退職給付引当金 376 430

役員退職慰労引当金 45 61

事業整理損失引当金 1,856 2,230

債務保証損失引当金 18 281

負ののれん 233 236

その他 9,397 8,264

固定負債合計 27,013 26,279

負債合計 145,446 151,679
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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 9,364 9,364

資本剰余金 7,708 7,708

利益剰余金 38,637 38,950

自己株式 △60 △52

株主資本合計 55,650 55,971

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 13,071 11,684

繰延ヘッジ損益 12 15

為替換算調整勘定 △3,569 △4,958

評価・換算差額等合計 9,515 6,741

少数株主持分 540 886

純資産合計 65,706 63,599

負債純資産合計 211,153 215,279
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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 123,488 91,332

売上原価 115,959 85,707

売上総利益 7,528 5,624

販売費及び一般管理費 5,732 5,435

営業利益 1,796 189

営業外収益   

受取利息 129 80

受取配当金 534 376

為替差益 171 66

雑収入 352 412

営業外収益合計 1,187 936

営業外費用   

支払利息 433 274

持分法による投資損失 10 405

雑損失 129 209

営業外費用合計 574 890

経常利益 2,410 236

特別利益   

事業整理損失引当金戻入額 － 396

投資有価証券売却益 115 86

特別利益合計 115 482

特別損失   

事業整理損失引当金繰入額等 － 103

債務保証損失引当金繰入額 － 69

貸倒引当金繰入額 408 －

特別損失合計 408 173

税金等調整前四半期純利益 2,116 545

法人税、住民税及び事業税 495 267

法人税等調整額 394 26

法人税等合計 889 293

少数株主利益 42 6

四半期純利益 1,184 245
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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 2,116 545

減価償却費 414 639

貸倒引当金の増減額（△は減少） 406 △35

受取利息及び受取配当金 △663 △457

支払利息 433 274

持分法による投資損益（△は益） 10 405

事業整理損失引当金の増減額（△は減少） － △449

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） － 69

投資有価証券売却損益（△は益） △115 △86

売上債権の増減額（△は増加） 1,529 5,048

たな卸資産の増減額（△は増加） △984 4,687

その他の流動資産の増減額（△は増加） △1,094 3,526

仕入債務の増減額（△は減少） 248 365

その他の流動負債の増減額（△は減少） 1,390 △1,952

その他 △713 △795

小計 2,979 11,787

利息及び配当金の受取額 674 460

利息の支払額 △434 △318

損害保険金の受取額 140 －

法人税等の支払額 △2,985 △1,153

営業活動によるキャッシュ・フロー 375 10,775

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 △18 －

定期預金の払戻による収入 － 64

有価証券の取得による支出 － △19

有形固定資産の取得による支出 △613 △266

有形固定資産の売却による収入 8 10

無形固定資産の取得による支出 △725 △568

無形固定資産の売却による収入 － 74

投資有価証券の取得による支出 △1,054 △115

投資有価証券の売却による収入 2,115 197

子会社株式の取得による支出 － △281

短期貸付金の純増減額（△は増加） △35 919

長期貸付けによる支出 △166 △0

長期貸付金の回収による収入 2 81

その他 181 55

投資活動によるキャッシュ・フロー △307 149

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） 5,051 △9,133

長期借入金の返済による支出 △5,593 △247

配当金の支払額 △325 △325

少数株主への配当金の支払額 △22 △19

その他 4 △47

財務活動によるキャッシュ・フロー △884 △9,772
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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) 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △612 278

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,428 1,429

現金及び現金同等物の期首残高 6,671 11,181

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）

－ 67

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,242 12,678
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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．事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各区分の主な商品 

(1）情報電子……半導体・液晶材料、機械装置類、複写機・プリンター用染顔料、エレクトロニクス業界向け

材料 

(2）住環境………木材、集成材、木質系建材、住宅機器、住宅設備関連資材 

(3）化学品………医農薬・染顔料中間体、写真感光材、殺虫剤・トイレタリー原料、塗料・インキ・接着剤原

料、樹脂・ゴム用原料、染料・染織資材、健康食品原料 

(4）合成樹脂……汎用樹脂、エンジニアリングプラスチック 

(5）食品…………水産物、畜産物、農産物、澱粉類 

(6）その他………リース業 

（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〕

  
情報電子 
（百万円） 

住環境 
（百万円） 

化学品
（百万円）

合成樹脂
（百万円）

食品
（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 
 47,485  5,161 19,458 44,431 6,064 886  123,488  － 123,488

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 －  － － － － －  －  － －

計  47,485  5,161 19,458 44,431 6,064 886  123,488  － 123,488

営業利益又は営業損失(△)  806  △7 253 718 △25 51  1,796  － 1,796

  
情報電子 
（百万円） 

住環境 
（百万円） 

化学品
（百万円）

合成樹脂
（百万円）

食品
（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 
 39,632  4,353 13,646 28,956 4,264 478  91,332  － 91,332

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 13  － 148 9 － 24  195  △195 －

計  39,645  4,353 13,795 28,965 4,264 502  91,527  △195 91,332

営業利益又は営業損失(△)  349  △2 △70 △117 △37 68  189  － 189
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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、国又は地域を五つのリージョンに区分し、各区分別に事業管理を行っております。 

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 東南アジア………シンガポール・タイ・マレーシア・インドネシア・フィリピン・ベトナム 

(2）北東アジア………中国・台湾 

(3）米州………………アメリカ 

(4）欧州………………イギリス・フランス・ベルギー  

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（百万円） 
東南アジア
（百万円）

北東アジア
（百万円）

米州
（百万円）

欧州
（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  79,955  17,450  19,222  4,025  2,833  123,488  －  123,488

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 11,073  486  75  747  125  12,509  △12,509  －

計  91,029  17,937  19,297  4,773  2,959  135,997  △12,509  123,488

営業利益又は営業損失(△)  1,050  469  362  △16  △109  1,756  40

   

  

1,796

  
日本 

（百万円） 
東南アジア
（百万円）

北東アジア
（百万円）

米州
（百万円）

欧州
（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  64,553  8,867  12,440  2,876  2,593  91,332  －  91,332

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 6,556  290  352  495  122  7,816  △7,816  －

計  71,110  9,157  12,792  3,372  2,715  99,148  △7,816  91,332

営業利益又は営業損失(△)  478  △276  45  △47  △87  111  78  189

稲畑産業㈱　（８０９８）　平成22年３月期第１四半期決算短信

－14－



  

   

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、国又は地域を五つのリージョンに区分し、各区分別に事業管理を行っております。 

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 東南アジア………シンガポール・タイ・マレーシア・インドネシア・フィリピン・ベトナム 

(2) 北東アジア………中国・台湾 

(3) 米州………………アメリカ 

(4）欧州………………イギリス・フランス・ベルギー 

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における売上高であります。 

  

   

 該当事項はありません。 

   

〔海外売上高〕

  東南アジア 北東アジア 米州 欧州 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  18,843  30,356  4,261  2,914  56,375

Ⅱ 連結売上高（百万円）          123,488

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割

合（％） 
 15.3  24.6  3.5  2.4  45.7

  東南アジア 北東アジア 米州 欧州 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  9,752  21,444  2,876  2,756  36,829

Ⅱ 連結売上高（百万円）          91,332

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割

合（％） 
 10.7  23.5  3.1  3.0  40.3

（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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