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1.  平成21年12月期第2四半期の連結業績（平成21年1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 ％

21年12月期第2四半期 2,952 ― △581 ― △605 ― △131 ―
20年12月期第2四半期 6,226 53.7 429 26.5 215 △15.0 209 54.1

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

21年12月期第2四半期 △2,278.95 ―
20年12月期第2四半期 3,621.43 3,614.04

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

21年12月期第2四半期 12,934 2,426 18.7 41,781.57
20年12月期 13,429 2,506 18.6 43,173.14

（参考） 自己資本   21年12月期第2四半期  2,412百万円 20年12月期  2,492百万円

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  
平成21年12月期の配当予想は未定であります。 

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

20年12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年12月期 ― 0.00
21年12月期 

（予想）
― ― ―

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 9,300 △21.6 300 △39.2 100 ― 50 ― 865.95



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４ページ定性的情報・財務諸表等４．その他（２）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４ページ定性的情報・財務諸表等４．その他（３）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 
１．平成21年２月24日に公表いたしました連結業績予想は、第３四半期連結累計期間、通期とも修正しておりません。 
２．本資料の業績見通し等の将来に関する記述は、当社グループが入手している情報並びに一定の前提条件に基づいており、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。 
３．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準12等）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準
適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年12月期第2四半期 57,740株 20年12月期  57,740株
② 期末自己株式数 21年12月期第2四半期  ―株 20年12月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第2四半期 57,740株 20年12月期第2四半期 57,740株



 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策の成果並びに経営環境の変化への対応に伴い、

一部に明るさの見えてきた業界もありますが、全般的に依然厳しいまま推移しております。米国をはじめとする諸外

国についても景気回復は不透明なままであり、予断を許せない状況が続いております。  

  このような状況下、当社グループの主要取引先である世界の大手携帯電話メーカーにおいては第１四半期にて在庫

調整も一段落し、第２四半期に入り受注回復の兆しがみられるようになってまいりました。当社グループにおいても

第１四半期にて売上は底入れし、第２四半期には有力新機種用の生産も始まりました。第１四半期に中国の子会社に

て生産調整のために大幅な人員調整を行い固定費の削減を図りましたが、第２四半期には、受注の急速な回復に伴う

生産体制の整備のため急遽増員を図るなど早急な対応をすすめました。しかしながら、業績面に寄与するには相応の

タイムラグがあるため、第１四半期の２倍以上の売上を計上したものの、残念ながら当初の計画を下回る実績にとど

まりました。 

 具体的には当第２四半期連結累計期間の売上高は2,952,617千円、営業損失は581,470千円となりました。支払利 

息を97,417千円計上したことから経常損失は605,192千円、昨年の年度末より円安となったことからデリバティブ評 

価益710,435千円を計上しましたが、法人税等調整額142,928千円の計上もあり四半期純損失131,586千円となりまし 

た。             

  

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末より495,629千円減少し、12,934,359千円となりまし 

た。これは受取手形及び売掛金が316,800千円減少し、現金及び預金が107,961千円減少したことが主な原因です。負

債は前連結会計年度末より414,899千円減少し、10,508,223千円となりました。これは、短期借入金が864,250千円増

加する一方、長期借入金345,354千円、社債301,000千円、デリバティブ債務が710,436千円減少したことによるもの 

です。  

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は（以下「資金」という。）497,660千円となり、 

119,815千円減少しました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益7,859千円に加 

え、売上債権の減少499,407千円、減価償却費590,550千円、固定資産処分損111,194千円等により資金が増加した結 

果、デリバティブ評価益710,435千円、棚卸資産の増加405,018千円、仕入債務の減少302,458千円等の資金の減少を 

上回り営業活動によるキャッシュ・フローは179,231千円の増加となりました。 

（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り292,259千円資金が減少し、投資活動によるキャッシュ・フローは276,741千円の減少と

なりました。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

   短期借入金864,250千円、長期借入金300,000千円の実行による資金増が、長期借入金の返済645,354千円、社債の 

  償還301,000千円等による支出を上回り、財務活動によるキャッシュ・フローは90,124千円の増加となりました。 

  

 当第２四半期連結累計期間の業績は為替相場の変動によりデリバティブ評価益を計上した税引前四半期純利益並び

に四半期純利益を除き、予想を下回る結果にて推移しております。しかしながら、新規取引先からの受注・新機種へ

の搭載の追加生産の決定等下期で十分挽回可能なことから、平成21年12月期の通期連結業績予想の達成は可能と判断

し、平成21年２月24日に開示しました内容を修正いたしません。業績予想を見直す必要が生じた場合は適時その内容

を開示いたします。   

  

該当事項はありません。   

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

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

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）

               



  

１．一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 前期に算定した基準を使用して、一般の貸倒見積高を算定しております。 

２．連結会社相互間の債権・債務の相殺消去 

 合理的な範囲内で当該差異の調整を行わないで債権と債務を相殺消去しております。 

３．未実現損益の消去 

 棚卸資産に占める未実現損益率を合理的に見積り計算し消去しております。  

  

  

１．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に

  関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財

  表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。なお、第１四半期連結会計期間から「財務諸表等

  の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号

  ）附則第7条第１項第5号但し書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

  

２．たな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりましたが、第１四半期連結会計

  期間から、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号）を適用しております。これに伴い

  総平均法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。この変更によ

  り、従来の方法によった場合に比べ当第２四半期連結累計期間の売上原価が、65,766千円増加し、営業損 

  失、経常損失はそれぞれ、65,766千円増加し、税金等調整前四半期純利益は65,766千円減少しております。

  

３．従来、当社の有形固定資産の減価償却方法は定率法（建物を除く。）によっておりましたが、第１四半期連

  結会計期間より在外連結子会社が採用している定額法に変更いたしました。 

   この変更は主に、期間損益計算を実態に合わせて適正化を図ることと当社グループの会計処理の統一を目

  的に実施するものであります。当社グループは部品等の内製化を推進し金型投資等を重点的に行っておりま

  す。これらは保守・修繕費等の維持費が安定的に発生するものであることから毎年度の償却額が一定なる定

  額法の方が期間損益をより正しく反映すると判断したものであります。 

   会計処理の統一につきましても当社グループの生産拠点は100％海外にあり、かつ製品の消費先も主力は 

  海外であります。必然的に当社グループの固定資産の海外比率は今後も高まることが予想され、グループ全

  体の中で製造機能を持たず固定資産の比重の小さい当社が在外連結子会社に合わせることがグループ管理に

  資すると判断したものであります。この変更により、従来の方法によった場合に比べ当第２四半期連結累計

  期間の減価償却費が146,924千円減少し、営業損失、経常損失はそれぞれ146,924千円減少し、税金等調整前

  四半期純利益は、146,924千円増加しております。  

  

４．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」

  （実務対応報告第18号）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。なお、この変更による営業損

  失、経常損失、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。 

  

追加情報 

（有形固定資産の耐用年数の変更） 

  法人税法の改正に伴い第１四半期連結会計期間より機械装置及び運搬具の耐用年数を変更しております。こ

  れによる利益に与える影響は軽微であります。 

（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２四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20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 535,217 643,178

受取手形及び売掛金 2,069,869 2,386,669

製品 362,755 565,158

仕掛品 246,666 221,585

原材料 1,221,391 583,641

その他 347,178 741,796

貸倒引当金 △62,191 △55,101

流動資産合計 4,720,887 5,086,927

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,510,368 1,473,172

機械装置及び運搬具（純額） 4,616,913 4,779,625

その他（純額） 1,569,136 1,381,199

有形固定資産合計 7,696,418 7,633,997

無形固定資産   

無形固定資産合計 47,635 109,625

投資その他の資産   

投資有価証券 236,327 228,396

その他 241,741 380,292

貸倒引当金 △8,650 △9,250

投資その他の資産合計 469,418 599,438

固定資産合計 8,213,472 8,343,060

資産合計 12,934,359 13,429,988

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,030,518 1,148,345

短期借入金 2,262,400 1,398,150

1年内返済予定の長期借入金 1,299,963 1,260,349

1年内償還予定の社債 602,000 602,000

デリバティブ債務 943,772 1,654,208

その他 837,749 500,521

流動負債合計 6,976,403 6,563,573

固定負債   

社債 929,000 1,230,000

長期借入金 2,211,180 2,596,148

その他 391,639 533,400

固定負債合計 3,531,819 4,359,548

負債合計 10,508,223 10,923,122

               



（単位：千円）

当第２四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20年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,212,089 2,212,089

資本剰余金 2,647,888 2,647,888

利益剰余金 △2,440,867 △2,309,280

株主資本合計 2,419,111 2,550,697

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △120,538 △128,469

為替換算調整勘定 113,894 70,588

評価・換算差額等合計 △6,643 △57,880

新株予約権 13,668 14,048

純資産合計 2,426,136 2,506,865

負債純資産合計 12,934,359 13,429,988

               



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 2,952,617

売上原価 2,756,855

売上総利益 195,761

販売費及び一般管理費 777,232

営業損失（△） △581,470

営業外収益  

受取利息 998

受取配当金 6

為替差益 70,680

その他 26,438

営業外収益合計 98,123

営業外費用  

支払利息 97,417

その他 24,428

営業外費用合計 121,845

経常損失（△） △605,192

特別利益  

固定資産売却益 12,181

貸倒引当金戻入額 1,250

デリバティブ評価益 710,435

その他 379

特別利益合計 724,246

特別損失  

固定資産除却損 111,194

特別損失合計 111,194

税金等調整前四半期純利益 7,859

法人税、住民税及び事業税 1,145

法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税
額

△4,627

法人税等調整額 142,928

法人税等合計 139,446

四半期純損失（△） △131,586

               



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 2,009,695

売上原価 1,616,059

売上総利益 393,636

販売費及び一般管理費 401,047

営業損失（△） △7,411

営業外収益  

受取利息 315

その他 17,219

営業外収益合計 17,535

営業外費用  

支払利息 50,419

為替差損 125,082

その他 10,308

営業外費用合計 185,810

経常損失（△） △175,686

特別利益  

固定資産売却益 5,973

その他 379

特別利益合計 6,353

特別損失  

デリバティブ評価損 234,406

固定資産除却損 2,325

特別損失合計 236,732

税金等調整前四半期純損失（△） △406,065

法人税、住民税及び事業税 572

法人税等調整額 57,052

法人税等合計 57,625

四半期純損失（△） △463,690

               



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１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 7,859

減価償却費 590,550

固定資産処分損益（△は益） 111,194

デリバティブ評価損益（△は益） △710,435

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6,490

受取利息及び受取配当金 △1,004

支払利息 97,417

為替差損益（△は益） 106,100

有形固定資産売却損益（△は益） △12,181

売上債権の増減額（△は増加） 499,407

たな卸資産の増減額（△は増加） △405,018

未払又は未収消費税等の増減額 72,136

その他の資産の増減額（△は増加） 13,433

仕入債務の増減額（△は減少） △302,458

その他の負債の増減額（△は減少） 55,915

その他 △43,319

小計 86,087

利息及び配当金の受取額 929

利息の支払額 △102,420

法人税等の還付額 194,635

営業活動によるキャッシュ・フロー 179,231

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 △11,854

有形固定資産の取得による支出 △292,259

有形固定資産の売却による収入 26,754

無形固定資産の取得による支出 △1,882

貸付金の回収による収入 2,500

投資活動によるキャッシュ・フロー △276,741

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） 864,250

長期借入れによる収入 300,000

長期借入金の返済による支出 △645,354

割賦債務の返済による支出 △33,413

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △93,585

社債の償還による支出 △301,000

配当金の支払額 △772

財務活動によるキャッシュ・フロー 90,124

現金及び現金同等物に係る換算差額 △112,429

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △119,815

現金及び現金同等物の期首残高 617,475

現金及び現金同等物の四半期末残高 497,660

               



   

 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。なお第１四半期連結会計期間から、「財務諸表の用語、様式及び作成

方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年8月7日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号の但し

書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

  当社グループは、同一セグメントに属する各種モータ応用電子部品の開発、製造及び販売を専業としており

ます。したがって、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

当第２四半期連結累計期間 （自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近隣度により区分しております。 

    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・・・・中華人民共和国 

    ３．会計処理の方法の変更 

     （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

     「４．その他（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 

    載されているとおり 、通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、主として総平均法によ 

    る原価法によっておりましたが、第１四半期連結会計期間から「棚卸資産の評価に関する会計基準」 

   （企業会計基準第９号平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸

    借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。この変更

    に伴い、従来の方法によった場合に比べアジアで営業損失が62,874千円増加しております。  

         （有形固定資産の減価償却方法の変更） 

         「４．その他（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 

        載されているとおり、従来当社の有形固定資産の減価償却方法は定率法（建物を除く。）によっており

        ましたが、第１四半期連結会計期間より海外連結子会社が採用している定額法に変更いたしました。こ

        の変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ日本で営業損失が146,924千円減少しております。 

（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〕

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（千円） 

アジア 

（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 2,610,024 342,593 2,952,617 － 2,952,617

 (2)セグメント間の内部売上高 

   又は振替高 
257,028 2,642,833 2,899,861 (2,899,861) －

計 2,867,052 2,985,426 5,852,478 (2,899,861) 2,952,617

 営業利益又は営業損失（△） △118,545 △324,390 △442,935 △138,535 △581,470

               



          

            

当第２四半期連結累計期間 （自  平成21年１月１日 至  平成21年６月30日）  

（注）１．国又は地域は、地理的近隣度により区分しております。 

   ２．各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。 

  （1）アジア・・・中華人民共和国、マレーシア、大韓民国、フィリピン、タイ、中華民国、イスラエル 

  （2）欧 州・・・ドイツ、フランス、スウェーデン 

  （3）南 米・・・ブラジル 

  （4）北 米・・・メキシコ、アメリカ 

  （5）その他・・・ニュージーランド 

   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〕

  アジア  欧州 南米 北米 その他 計 

 Ⅰ 海外売上高 

  (千円)  
1,935,445 15,801 19,301 3,894 826 1,975,270

 Ⅱ 連結売上高 

  (千円)  
－ － － － － 2,952,617

 Ⅲ 連結売上高に占め 

  る海外売上高の割 

  合(％) 

65.6 0.5 0.7 0.1 0.0 66.9

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

               



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

  

  

  
前中間連結会計期間 

（自 平成20年1月1日 
至 平成20年6月30日） 

区分 金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高          6,226,233  100.0

Ⅱ 売上原価        4,768,133  76.6

売上総利益        1,458,100  23.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費        1,028,772  16.5

営業利益        429,327  6.9

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取利息    1,722            

２．受取配当金        6            

３．その他  52,937  54,666  0.9

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  101,948            

２．シンジケートローン手数
料 

850            

２．為替差損  105,626            

４．その他      59,837  268,261  4.3

経常利益        215,732  3.5

Ⅵ 特別利益 － －      

Ⅶ 特別損失 － －      

税金等調整前中間純利益        215,732  3.5

法人税、住民税及び事業
税 

 73,284            

法人税等調整額  △66,653  6,631  0.1

中間純利益        209,101  3.4

        

               



（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間 

（自 平成20年1月1日 
 至 平成20年6月30日） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前中間純利益  215,732

 減価償却費  420,254

 貸倒引当金の増減額（減少△）    △627

 賞与引当金の増減額（減少△）  △38,577

 受取利息及び受取配当金  △1,156

 支払利息    54,390

 為替差損（差益△）  105,626

 売上債権の増減額（増加△）  55,246

 たな卸資産の増減額（増加△）  △73,692

 仕入債務の増減額（減少△）    414,454

 未収消費税等の増減額（増加△）  △192,834

 その他資産の増減額（増加△）  △83,970

 その他負債の増減額（減少△）    555,672

小計  1,430,518

 利息及び配当金の受取額    1,156

 利息の支払額  △65,937

 法人税等の支払額    △203,351

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,162,386

Ⅱ 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  △446,384

 その他投資の増減額（増加△）    7,237

投資活動によるキャッシュ・フロー  △439,146

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

 短期借入金の増減額（減少△）  614,350

 長期借入金の返済による支出  △352,894

 社債の償還による支出  △254,000

 配当金の支払額    △144,350

財務活動によるキャッシュ・フロー  △136,894

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △54,780

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（減少△）  531,565

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  618,692

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高  1,150,258

               



前中間連結会計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年６月30日） 

  当社グループは、同一セグメントに属する各種モータ応用電子部品の開発、製造及び販売を専業としており 

ます。したがって、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。   

前中間連結会計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年６月30日） 

 （注） １．国又は地域は、地理的近隣度により区分しております。 

     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・・・・中華人民共和国   

前中間連結会計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年6月30日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近隣度により区分しております。 

    ２．各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。 

     （1）アジア・・・中華人民共和国、マレーシア、大韓民国、フィリピン 

     （2）欧 州・・・ドイツ、フランス、フィンランド、スイス、イギリス、スウェーデン 

     （3）南 米・・・ブラジル 

     （4）北 米・・・メキシコ、アメリカ、カナダ 

     （5）その他・・・ニュージーランド 

    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。 

  

  

（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（千円） 
アジア 

（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  5,552,946  673,287  6,226,233  －  6,226,233

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 530,198  5,779,312  6,309,511 (6,309,511)  －

計  6,083,145  6,452,599  12,535,745 (6,309,511)  6,226,233

営業費用  5,713,496  6,419,736  12,133,232 (6,336,326)  5,796,906

営業利益  369,649  32,863  402,512 26,815  429,327

〔海外売上高〕

  アジア  欧州 南米  北米 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  2,569,752  18,353  155,181  1,661  454  2,745,403

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － － －  6,226,233

Ⅲ 連結売上高に占める

海外売上高の割合

（％） 

 41.3  0.3  2.5  0.0  0.0  44.1

６．その他の情報
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