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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 1,850 △53.0 △233 ― △243 ― △229 ―

21年3月期第1四半期 3,936 ― 125 ― 151 ― 127 ―

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 △16.52 ―

21年3月期第1四半期 9.20 9.18

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 11,187 5,328 47.3 380.84
21年3月期 11,652 5,510 47.0 394.03

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  5,292百万円 21年3月期  5,475百万円

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 ― 0.00 5.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 0.00 0.00

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

4,000 △48.4 △550 ― △550 ― △540 ― △38.86

通期 8,800 △32.4 △650 ― △650 ― △690 ― △49.66



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、５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 

１．平成21年５月15日に公表いたしました連結業績予想は、修正しておりません。 
２．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。 

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 13,895,928株 21年3月期  13,895,928株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  288株 21年3月期  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 13,895,640株 21年3月期第1四半期 13,895,700株



当第１四半期における我が国経済は、昨秋来の世界的な景気後退の影響が続く中、企業の設備投資は大幅に抑制さ

れ、個人消費も雇用情勢の悪化に伴い落ち込みが顕著となりました。海外においては、中国では景気刺激策の効果も

あり景気は持ち直す気配を見せましたが、欧米においては金融危機と実体経済悪化の悪循環により、企業部門を中心

に景気は低迷が続きました。 

 当企業集団の主要販売先である半導体製造装置業界、電子部品実装装置業界、液晶製造装置業界の各業界において

は、前連結会計年度第３四半期以降、個人消費の急激な落ち込みを受けて半導体および液晶パネルメーカーなどの設

備投資凍結・延期が相次ぎ、この状況が当第１四半期においても続いたため、半導体製造装置業界、電子部品実装装

置業界、液晶製造装置業界の各業界においては大幅な生産調整が行われました。 

 このような経営環境のもと、当第１四半期における当企業集団の受注は低迷し、売上高、営業利益、経常利益とも

に、前年に比べ大きく減少いたしました。 

以上の結果、当第１四半期における連結売上高は1,850百万円（前年同期比53.0％減）、営業損失は233百万円（前

年同期営業利益125百万円）、経常損失243百万円（前年同期経常利益151百万円）、四半期純損失229百万円（前年同

期純利益127百万円）となりました。 

  

 ＜セグメント情報＞ 

  事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

光応用機器事業 売上高1,402百万円（前年同期比56.6%減）営業損失230百万円（前年同期営業利益181百万円）  

（マシンビジョンシステム）  

 マシンビジョンシステム部門の主要販売先である半導体製造装置業界、電子部品実装装置業界、液晶製造装置業界

の各業界において、景気低迷の影響により半導体および液晶パネルメーカーなどからの受注低迷が続いたことから大

幅な生産調整が行われ、当社の売上高・受注高は前期に比べ大きく減少いたしました。 

 利益面についても、売上高減少の影響により営業利益は前期に比べ大きく減少し、営業損失となりました。 

 以上の結果、当部門の売上高は913百万円で、前年同期比66.8%の減少となりました。 

注）従来、光応用機器事業内に表示しておりました「検査・計測機器部門」につきましては、当第１四半期において

組織改編を行ったことを契機として、「マシンビジョンシステム部門」に含めることといたしました。そのため、

前年同期の数値を変更後の数値に組み替えて前年同期との比較を行っております。なお、光応用機器事業内の表示

変更であるため、事業としての数値に変更はありません。 

（画像機器関連） 

画像機器関連部門においては、工業製品分野向けCCDマイクロスコープ（スコープマン）については、景気低迷の

影響により企業の設備投資が抑制されたことから売上高は前年に比べ減少いたしましたが、化粧品業界向け肌カウン

セリングシステム関連の製品入替需要が前期に比べ活発であったことから、部門全体での売上高は前年同期に比べ増

加いたしました。 

利益面については、前年同期は当部門では営業損失が発生しておりましたが、当第１四半期においては売上高の

増加に加えコスト削減努力が奏功したことにより、黒字に転換いたしました。 

 以上の結果、当部門の売上高は337百万円で、前年同期比6.7%の増加となりました。 

（光通信関連機器） 

 光通信関連機器部門においては、光通信関連デバイス市場は拡大しておりますが、市場競争の激化によりFTTH

（Fiber To The Home）向けレンズなどの部品の低価格化が進んでおります。当社においても光通信用部品の販売数

量は拡大しているものの、売上単価の下落により当部門の売上高は前年同期に比べ同水準に留まりました。利益面に

ついては、コスト削減努力や生産効率の向上などにより、営業損失は前年同期に比べ減少いたしました。 

 以上の結果、当部門の売上高は151百万円で、前年同期比3.5%の減少となりました。 

  

機能性材料事業 売上高223百万円（前年同期比49.6%減）営業利益34百万円（前年同期比23.8％減） 

 機能性材料事業においては、取扱商材の内、メディカル用各種チューブの販売は堅調でありましたが、景気低迷の

影響などにより取扱商材全般に亘り受注は低迷し、セグメント全体としての売上高は前年同期に比べて減少いたしま

した。利益面についても、利益率が高い製品の売上割合が増加したことや、為替の影響により海外からの仕入価格が

低下したことなどの要因はありましたが、売上高の減少を補うまでにはいたらず、前年同期に比べて営業利益は減少

いたしました。  
  

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



バイオ関連事業 売上高198百万円（前年同期比15.8%減）営業損失51百万円（前年同期営業損失112百万円） 

 バイオ関連事業においては、主要販売先である製薬業界において、景気低迷の影響により企業設備投資凍結・延期

が相次いだことから、売上高は前年同期に比べ減少いたしました。利益面についてはコスト削減努力を強力に推し進

めたことなどにより、営業損失は減少いたしました。 

  

その他の事業 売上高24百万円（前年同期比5.6%減）営業利益13百万円（前年同期比35.3％増） 

 その他の事業においては、連結子会社モリテックス香港有限公司による賃料収入などが売上高の主体となっており

ます。 

  

 所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

 所在地区分の方法については、従来、日本と海外の２区分としておりましたが、前連結会計年度末より従来の「海

外」を「アジア」と「その他」に区分いたしました。  

（日本） 

 国内売上高は、マシンビジョンシステム部門において半導体製造装置業界、電子部品実装装置業界、液晶製造装置

業界の各業界において、景気低迷の影響により半導体および液晶パネルメーカーなどからの受注低迷が続いたことか

ら大幅な生産調整が行われ、当社の売上高・受注高は前期に比べ大きく減少いたしました。利益面に関しましては、

徹底的な経費の削減に取り組んだものの、売上減少による影響をカバーしきれず営業損失となりました。 

 以上の結果、国内の売上高は1,692百万円（前年同期比54.0％減）となり、営業損失は173百万円（前年同期営業利

益164百万円）となりました。 

（アジア） 

 昨年来の経済危機の影響を受け、マシンビジョンシステム部門を中心として受注が低迷したことにより売上高は大

幅に減少いたしました。利益面に関しても売上高減少の影響を受け営業損失となりました。 

 以上の結果、アジアの売上高は200百万円（前年同期比57.4％減）となり、営業損失は45百万円（前年同期営業損

失27百万円）となりました。 

（その他） 

 その他地域の売上は、欧州地域ではマシンビジョンシステム部門において販売が堅調でありましたが、北米地域で

は昨年の米国に端を発した金融危機に起因する世界的な景気後退の影響を受け、マシンビジョンシステム部門での販

売が大幅に減少いたしました。利益面に関しましては、販売費及び一般管理費の削減効果はありましたが、売上高の

減少により営業損失となりました。 

 以上の結果、その他の売上高は176百万円（前年同期比47.7％減）となり、営業損失は14百万円（前年同期営業損

失１百万円）となりました。 

  

  当第１四半期末の総資産は11,187百万円で、前連結会計年度末と比較して464百万円の減少となりました。これは

主に、現金及び預金355百万円および、受取手形及び売掛金141百万円の減少等によるものであります。 

  負債の部は5,859百万円で、前連結会計年度末と比較して281百万円の減少となりました。これは主に、支払手形及

び買掛金171百万円、事業構造改善引当金248百万円減少いたしましたが、短期および長期借入金が280百万円増加し

たこと等によるものであります。 

  純資産の部は5,328百万円で、当第１四半期の純損失229百万円等により、前連結会計年度末と比較して182百万円

の減少となりました。 

  当第１四半期連結会計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動により587百万円減少し、投資活動により20 

百万円減少し、財務活動により250百万円増加いたしました。この結果、現金及び現金同等物は355百万円の減少とな

り、四半期末残高は888百万円となりました。 

 各活動別の説明 

 (営業活動によるキャッシュ・フロー) 

 営業活動の結果使用した資金は587百万円となりました。これらの主な要因は、当第１四半期純損失および、事業

構造引当金の減少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) 

 投資活動の結果使用した資金は20百万円となりました。これらの主な要因は、投資有価証券の取得による支出等に

よるものであります。 

 (財務活動によるキャッシュ・フロー) 

   財務活動の結果得られた資金は250百万円となりました。これらの主な要因は、短期借入れによる収入、短期お 

   よび長期借入金の返済による支出等によるものであります。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報



平成21年５月15日に発表いたしました当第２四半期連結累計期間および通期の業績に変更はありません。 

 なお、業績予想につきましては、本資料の発表日において入手可能な情報に基づき当社で判断したものであり、実

際の業績は、今後の様々な要因によって予想と異なる場合があります。   

  

  

  該当事項はありません。  

  

  

    （簡便な会計処理）     

     ①棚卸資産の評価方法 

  当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、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、棚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 

      法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定にあたり加味する加減算項目や税額控除項目を、重要

     なものに限定しております。 

  

  

１．連結の範囲に関する事項の変更 

 ①連結の範囲の変更 

   当社は、モリテックス販売株式会社を当第１四半期連結会計期間において吸収合併しております。 

  ②変更後の連結子会社の数 

   ５社  

２．表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書関係）  

 前第１四半期連結累計期間において、営業収益の「その他」に含めて表示しておりました「受取家賃」は、

営業外収益総額の100分の20を超えたため、当第１四半期連結累計期間より区分掲記することとしました。 

 なお、前第１四半期連結累計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「受取家賃」は3,559千円でありま

す。 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書）  

 前第１四半期連結累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の流動負債の増減

額」に含めて表示しておりました「賞与引当金の増減額」は重要性が増加したため、当第１四半期連結累計期

間より区分掲記することとしました。 

 なお、前第１四半期連結累計期間の「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の流動負債の増減

額」に含まれる「賞与引当金の増減額」は△147,556千円であります。  

  

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



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

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 888,027 1,243,571

受取手形及び売掛金 1,513,770 1,655,132

商品及び製品 2,536,665 2,511,895

仕掛品 406,458 381,493

原材料及び貯蔵品 762,189 748,889

繰延税金資産 8,595 8,737

その他 115,795 125,035

貸倒引当金 △2,103 △3,698

流動資産合計 6,229,399 6,671,058

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,536,229 2,514,724

減価償却累計額 △1,000,635 △971,819

建物及び構築物（純額） 1,535,594 1,542,904

機械装置及び運搬具 1,113,637 1,111,849

減価償却累計額 △851,694 △837,371

機械装置及び運搬具（純額） 261,942 274,477

工具、器具及び備品 2,133,400 2,167,670

減価償却累計額 △1,795,414 △1,790,872

工具、器具及び備品（純額） 337,986 376,798

土地 1,736,712 1,736,712

リース資産 30,448 29,918

減価償却累計額 △8,571 △6,591

リース資産（純額） 21,876 23,327

建設仮勘定 26,489 26,489

有形固定資産合計 3,920,601 3,980,710

無形固定資産   

借地権 36,761 34,228

ソフトウエア 178,630 194,681

その他 4,079 4,152

無形固定資産合計 219,471 233,062

投資その他の資産   

投資有価証券 158,494 121,229

関係会社株式 203,914 208,585

破産更生債権等 5,331 5,279

その他 456,043 438,119

貸倒引当金 △5,331 △5,279

投資その他の資産合計 818,452 767,934

固定資産合計 4,958,526 4,981,707

資産合計 11,187,925 11,652,765



（単位：千円）

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 1,166,500 1,337,987

短期借入金 2,040,996 1,663,554

1年内返済予定の長期借入金 319,270 352,603

未払金 189,756 192,802

リース債務 5,577 6,862

未払法人税等 15,125 48,820

賞与引当金 38,424 139,798

事業構造改善引当金 31,200 279,953

その他 146,593 119,747

流動負債合計 3,953,442 4,142,129

固定負債   

長期借入金 709,100 772,250

リース債務 16,753 16,781

退職給付引当金 1,130,502 1,166,269

受入保証金 17,906 17,557

繰延税金負債 12,842 5,197

負ののれん 16,835 19,240

その他 2,449 2,392

固定負債合計 1,906,389 1,999,688

負債合計 5,859,832 6,141,817

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,320,241 3,320,241

資本剰余金 3,387,658 3,387,658

利益剰余金 △1,236,556 △1,006,995

自己株式 △286 △286

株主資本合計 5,471,056 5,700,618

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 11,156 △6,212

繰延ヘッジ損益 △51,385 △54,409

為替換算調整勘定 △138,817 △164,747

評価・換算差額等合計 △179,046 △225,368

少数株主持分 36,083 35,698

純資産合計 5,328,093 5,510,947

負債純資産合計 11,187,925 11,652,765



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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 3,936,575 1,850,555

売上原価 2,727,394 1,386,863

売上総利益 1,209,181 463,692

販売費及び一般管理費 1,084,164 697,426

営業利益又は営業損失（△） 125,017 △233,733

営業外収益   

受取利息及び配当金 3,934 989

為替差益 29,725 －

持分法による投資利益 5,831 －

負ののれん償却額 2,008 2,405

受取家賃 － 2,450

その他 10,646 5,761

営業外収益合計 52,147 11,605

営業外費用   

支払利息 14,893 11,352

手形売却損 3,574 1,459

為替差損 － 5,672

持分法による投資損失 － 1,753

売上債権売却損 6,732 1,533

営業外費用合計 25,200 21,772

経常利益又は経常損失（△） 151,963 △243,900

特別利益   

事業構造改善引当金戻入額 － 17,849

特別利益合計 － 17,849

特別損失   

固定資産除却損 20 －

ゴルフ会員権評価損 － 50

特別損失合計 20 50

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（△）

151,942 △226,100

法人税、住民税及び事業税 28,263 6,000

法人税等調整額 △4,461 37

法人税等合計 23,801 6,037

少数株主利益又は少数株主損失（△） 280 △2,577

四半期純利益又は四半期純損失（△） 127,860 △229,561



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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（△）

151,942 △226,100

減価償却費 127,070 89,297

負ののれん償却額 △2,008 △2,405

退職給付引当金の増減額（△は減少） 23,844 △35,766

賞与引当金の増減額（△は減少） － △101,373

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） － △248,753

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7 △1,543

有形固定資産除却損 20 －

ゴルフ会員権評価損 － 50

持分法による投資損益（△は益） △5,831 1,753

受取利息及び受取配当金 △3,934 △989

為替差損益（△は益） △29,725 3,235

支払利息 14,893 11,352

補助金収入 △2,298 －

売上債権の増減額（△は増加） 228,672 141,310

たな卸資産の増減額（△は増加） △378,520 △63,034

仕入債務の増減額（△は減少） 320,359 △157,228

その他の流動資産の増減額（△は増加） 67,195 23,502

その他の流動負債の増減額（△は減少） △62,989 18,431

小計 448,683 △548,262

利息及び配当金の受取額 3,934 989

持分法適用会社からの配当金の受取額 3,890 2,917

利息の支払額 △14,620 △9,048

法人税等の支払額 △37,795 △33,607

営業活動によるキャッシュ・フロー 404,091 △587,011

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 △56,272 △6,298

無形固定資産の取得による支出 △2,704 －

子会社株式の取得による支出 △3,000 －

投資有価証券の取得による支出 △155 △12,240

投資その他の資産の増減額（△は増加） 4,718 △1,974

投資活動によるキャッシュ・フロー △57,415 △20,512

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） △19,894 347,855

長期借入金の返済による支出 △164,833 △96,483

配当金の支払額 △47,305 －

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △1,313

財務活動によるキャッシュ・フロー △232,032 250,058

現金及び現金同等物に係る換算差額 18,166 1,920

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 132,810 △355,544

現金及び現金同等物の期首残高 2,161,202 1,243,571

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,294,013 888,027



 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 事業の区分方法 

 当社の事業区分は、製品系列及び事業の業態により行っております。 

２ 各区分に属する主要な製品・商品は以下のとおりであります。 

    ３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能費用はありません。 

（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〕

  
光応用機器 

 （千円） 

機能性材料

 （千円） 

バイオ関連

 （千円） 

その他

 （千円） 

計 

 （千円） 

消去又は 
全社 

 （千円） 

連結

 （千円） 

売上高               

(1)外部顧客に対する売上高 3,229,713 444,480 235,985 26,395 3,936,575 － 3,936,575 

(2)セグメント間の内部売上 

  高又は振替高 
－ － － － － － － 

計 3,229,713 444,480 235,985 26,395 3,936,575 － 3,936,575 

営業利益又は営業損失(△) 181,858 45,757 △112,832 10,232 125,017 － 125,017 

  
光応用機器 

 （千円） 

機能性材料

 （千円） 

バイオ関連

 （千円） 

その他

 （千円） 

計 

 （千円） 

消去又は 
全社 

 （千円） 

連結

 （千円） 

売上高               

(1)外部顧客に対する売上高  1,402,925 223,915  198,804  24,910  1,850,555 －  1,850,555

(2)セグメント間の内部売上 

  高又は振替高 
－ － － － － － － 

計  1,402,925  223,915  198,804  24,910  1,850,555 －  1,850,555

営業利益又は営業損失(△)  △230,813  34,879  △51,640  13,840  △233,733 －  △233,733

事業区分 主要製品・商品

光応用機器 

MML（マシンマイクロレンズ）、CCDカメラ、光源装置及びランプ、光ファイバライトガイ

ド、LED照明、UV照射装置、CCDマイクロスコープ（スコープマン）、コスメティック用肌カ

ウンセリングシステム、全顔撮影装置（フェイシャルステージ）、光デバイス用自動調芯装

置（FOCAL）、光通信用部品、超精密測長器、高速立体画像処理検査システム、液晶配向膜

検査装置 等 

機能性材料 
シール材、特殊スプリング材、各種機能性粒子、各種特殊チューブ、特殊レーザー、各種精

密加工部品 等 

バイオ関連 
液相合成装置（L-COS）、化合物精製装置（Purif）、全自動固相抽出装置（EX-MULTI）、

DNA・SNPs受託解析 等  

その他 不動産賃貸 等 



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国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

アジア ：香港、中国、シンガポール 

その他 ：北米、欧州  

  

（所在地区分の方法の変更） 

 所在地区分の方法については、従来、日本と海外の２区分としておりましたが、前連結会計年度より、従来

の「海外」を「アジア」と「その他」に区分いたしました。 

 なお、前第１四半期累計期間のセグメント情報を、当第１四半期累計期間において用いた所在地区分の方法

により区分すると次のようになります。 
  

  

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本

（千円） 
海外

（千円） 
計

（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高                              

(1) 外部顧客に対する売上高  3,567,128  369,446  3,936,575  －  3,936,575

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 110,699  438,953  549,652  (549,652)  －

計  3,677,827  808,399  4,486,227  (549,652)  3,936,575

 営業利益又は営業損失（△）  164,848  △29,215  135,633  (10,616)  125,017

  
日本 

（千円） 
アジア
（千円） 

その他
（千円） 

計（千円）
消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  1,646,410  126,229  77,915  1,850,555  －  1,850,555

(2）セグメント間の内部売上 

高又は振替高 
 46,308  74,443  98,648  219,400 (219,400)  －

計  1,692,719  200,672  176,564  2,069,956 (219,400)  1,850,555

営業損失  △173,724  △45,921  △14,150  △233,795  62   △233,733

  
日本 

（千円） 
アジア
（千円） 

その他
（千円） 

計（千円）
消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  3,567,128  165,997  203,448  3,936,575  －  3,936,575

(2）セグメント間の内部売上 

高又は振替高 
 110,699  304,549  134,404  549,652 (549,652)  －

計  3,677,827  470,547  337,852  4,486,227 (549,652)  3,936,575

営業利益又は営業損失（△）  164,848  △27,938  △1,276  135,633 (10,616)  125,017



  

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 国または地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

欧州 ：イギリス、ドイツ、フランス 

北米 ：米国 

アジア：中国、東アジア、東南アジア諸国、オーストラリア 

３ 海外売上高は、当社および連結子会社の日本以外の国また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。 

   

 該当事項はありません。 

  

  

〔海外売上高〕

  欧州 北米 アジア 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  54,118  159,918  677,938  891,975

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  3,936,575

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 1.4  4.1  17.2  22.7

  欧州 北米 アジア 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  46,539  34,158  285,660  366,357

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  1,850,555

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 2.5  1.9  15.4  19.8

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報
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