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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 122,398 △19.6 △1,002 ― △1,138 ― △5,161 ―
21年3月期第2四半期 152,161 ― 3,498 ― 3,166 ― 1,966 ―

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2四半期 △214.93 ―
21年3月期第2四半期 81.88 ―

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2四半期 119,642 37,431 27.8 1,384.18
21年3月期 120,054 41,210 30.9 1,545.33

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  33,239百万円 21年3月期  37,109百万円

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  有   

1株当たり配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00
22年3月期 ― 9.00
22年3月期 

（予想）
― 9.00 18.00

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  有   

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 270,000 △12.7 2,400 △60.3 2,000 △64.4 △3,400 ― △141.59



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.その他をご参照ください。 

(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．上記配当予想は、平成21年３月期決算短信（平成21年４月27日発表）における配当予想から変更しております。詳細につきましては、本日発表の「平成
22年３月期 配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
２．上記業績予想は、平成21年３月期決算短信（平成21年４月27日発表）における業績予想から変更しております。詳細につきましては、本日発表の「業績
予想の修正及び繰延税金資産の取崩しに関するお知らせ」をご参照ください。 
３．業績予想については、現時点で入手可能な情報に基づき当社の経営者が判断した予想であります。実際の業績は様々な要因の変化により、記載の業
績予想とは大きく異なる結果となり得ますことをご承知おきください。 
  上記予想に関する事項は、４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」をご参照ください。 

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2四半期 24,042,700株 21年3月期  24,042,700株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  28,934株 21年3月期  28,934株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 24,013,766株 21年3月期第2四半期 24,013,755株



 当第２四半期連結会計期間の経済状況は、国内においては、設備投資が減少し、失業率が過去 高水準となるな

ど、景気は依然として厳しい状況にあるものの、個人消費を中心に、持ち直しの動きがみられるようになりまし

た。一方、海外においては、米国の景気は後退し、引き続き深刻な状況にあり、景気後退の長期化が懸念されるも

のの、下げ止まりがみられるようになりました。アジア諸国の景気は、中国やインドでは回復しつつあり、その他

の国においても持ち直しの動きがみられるようになりました。また、欧州主要国の景気は後退し、引き続き深刻な

状況にあり、景気後退の長期化が懸念されるものの、一部の国においては下げ止まりがみられるようになりまし

た。 

 このような情勢のもと、当社グループは、お客様のニーズに迅速かつ的確に応えるため、研究開発及び生産体質

の強化など企業体質の強化に努めてまいりました。研究開発面では、製品の軽量化やコストダウンなど引き続き積

極的な研究開発活動を展開し、生産面では、国内外の生産体質改革をさらに推進するとともに、需要の減少による

減産下においても生産効率を落とすことのないボトム体質の構築に取り組み、各地域の需要に応じた生産の 適化

を図ってまいりました。また、品質面では、引き続き桁違い品質の実現に向けて取り組んでまいりました。 

 当第２四半期連結会計期間の売上高は、自動車部品分野における大幅な受注の減少などにより、678億５百万円と

前年同期に比べ102億４千４百万円、13.1％の減収となりました。利益につきましては、自動車部品分野の減収に伴

う利益の減少及び減価償却費の増加などにより、原価改善効果並びに販売費及び一般管理費の減少などはあったも

のの、経常損失は、１億９千３百万円と前年同期に比べ16億９千７百万円の減益となりました。四半期純損失につ

きましては、繰延税金資産の回収可能性を検討した結果、回収が見込めない部分について取崩すこととし、39億４

千３百万円を法人税等に計上したことなどにより、44億７千８百万円と前年同期に比べ53億８百万円の減益となり

ました。 

  

分野別売上高の状況 

（自動車部品分野） 

 自動車部品分野では、国内においては、部品全般における大幅な受注の減少などにより、売上高は、144億７千８

百万円と前年同期に比べ109億６千３百万円、43.1％の減収となりました。北米においては、連結子会社であるエー

ワイ マニュファクチュアリング リミテッド（米国）、ユー エス ヤチヨ インコーポレーテッド（米国）、

ヤチヨ マニュファクチュアリング オブ アラバマ エル エル シー（米国）及びヤチヨ オブ オンタリオ

マニュファクチュアリング インコーポレーテッド（カナダ）における大幅な受注の減少や為替換算上の減少など

により、売上高は、67億５千６百万円と前年同期に比べ45億８百万円、40.0％の減収となりました。アジアにおい

ては、連結子会社であるサイアム ヤチヨ カンパニー リミテッド（タイ）における大幅な受注の減少や為替換

算上の減少などにより、八千代工業（中山）有限公司（中国）及びゴウシ タンロン オートパーツ カンパニー

リミテッド（ベトナム）における受注の増加や昨年12月より操業を開始したゴウシ インディア オートパーツ 

プライベート リミテッド（インド）の売上増加などはあったものの、売上高は、104億８千１百万円と前年同期に

比べ２億８千万円、2.6％の減収となりました。 

 この結果、自動車部品分野の売上高合計は、317億１千６百万円と前年同期に比べ157億５千３百万円、33.2％の

減収となりました。 

（自動車組立分野） 

 自動車組立分野では、平成21年５月よりエンジン組立工場の稼働に伴い、エンジン及びトランスミッションの売

上が計上されたことなどにより、受注台数の減少はあったものの、売上高は、360億４千４百万円と前年同期に比べ

55億３千１百万円、18.1％の増収となりました。 

（その他の分野） 

 その他の分野の売上高は、４千４百万円と前年同期に比べ２千２百万円、34.1％の減収となりました。 

  

 なお、平成22年３月期第１四半期に係る連結経営成績に関する定性的情報については、平成22年３月期第１四半

期決算短信（平成21年７月28日開示）をご参照ください。 

  

 ①資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末における資産合計は、1,196億４千２百万円と前年度に比べ４億１千２百万円の減

少となりました。 

減少した要因は、受取手形及び売掛金の増加などがあったものの、現金及び預金の減少や繰延税金資産の取崩し

による投資その他の資産の減少などによるものであります。 

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



負債合計は、822億１千１百万円と前年度に比べ33億６千７百万円の増加となりました。 

増加した要因は、長期借入金などの減少があったものの、短期借入金や支払手形及び買掛金が増加したことなど

によるものであります。 

純資産合計は、374億３千１百万円と前年度に比べ37億７千９百万円の減少となりました。 

減少した要因は、為替換算レート差による為替換算調整勘定の増加などがあったものの、利益剰余金が減少した

ことによるものであります。  

  

 ②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（以下「資金」という。）は、減価償却費31億５千５

百万円、賞与引当金の増加額11億５千５百万円、短期借入金の純増額13億９千１百万円などがありましたが、税金

等調整前四半期純損失５億５千８百万円、有形固定資産の取得による支出38億１千６百万円などにより、当第２四

半期連結会計期間末における資金残高は34億円となり、第１四半期連結会計期間末と比べ２億４千７百万円減少し

ました。 

 当第２四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの前年同期に対する増減要因は次のと

おりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は、減価償却費31億５千５百万円、賞与引当金の増加額11億５千５百万円、たな卸

資産の減少額22億９千９百万円などがありましたが、税金等調整前四半期純損失５億５千８百万円、仕入債務の減

少額22億５百万円などにより、前年同期に比べ16億９千２百万円減少し、39億４百万円（前年同期は55億９千７百

万円の収入）となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果支出した資金は、有形固定資産の取得による支出などにより、前年同期に比べ30億７千３百万円

減少し、40億６百万円（前年同期は70億７千９百万円の支出）となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果支出した資金は、短期借入金の純増額13億９千１百万円などがありましたが、長期借入金の純減

額15億８千９百万円などにより、前年同期に比べ14億９千３百万円増加し、２億５千３百万円（前年同期は12億４

千万円の収入）となりました。   

  

 今後の経済状況の見通しにつきましては、世界経済は雇用が悪化するなど引き続き深刻な状況にあり、世界景気

の下振れ懸念などにより、依然として厳しい状況が続くものと思われます。 

 当社グループを取り巻く自動車業界におきましても、全世界の市場が縮小するなか、コスト、品質面での生き残

りをかけたグローバルベースでの競争が加速し、一層厳しさを増すものと予想されます。 

 このような状況の中で、現時点における通期業績の見通しにつきましては、次のとおり修正しております。  

＜連結業績の見通し＞  

      売上高         ２，７００億円（前年度比 １２．７％減） 

      営業利益           ２４億円（前年度比 ６０．３％減）  

      経常利益           ２０億円（前年度比 ６４．４％減）  

      当期純利益         △３４億円（前年度比   ―    ）  

 為替レートにつきましては、下期は１米ドル85円、通期平均で90円を予想しております。  

  

 なお、詳細及び個別業績予想の修正につきましては、本日発表の「業績予想の修正及び繰延税金資産の取崩しに

関するお知らせ」をご参照ください。 

  

※前述の業績見通しは、現時点で入手可能な情報に基づき当社の経営者が判断した見通しであります。 

  実際の業績は様々な要因の変化により、記載の業績見通しとは大きく異なる結果となり得ますことをご承知おき

 ください。 

  

該当事項はありません。 

なお、特定子会社のほかに、ヤチヨ ド ブラジル インダストリア エ コメルシオ デ ペサス リミ

ターダを、平成21年９月に設立したため、当第２四半期連結会計期間より連結の範囲に含めております。 

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）



 ① 簡便な会計処理 

   ・固定資産の減価償却費の算定方法 

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費の額を期間按分して算定

する方法によっております。 

 ② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引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、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算してお

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。 

（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９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 3,940,303 4,873,951

受取手形及び売掛金 30,349,473 27,221,179

商品及び製品 1,165,000 828,237

仕掛品 1,681,643 1,632,622

原材料及び貯蔵品 4,094,393 4,173,180

その他 2,379,651 4,232,776

流動資産合計 43,610,465 42,961,948

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 42,498,290 40,883,260

機械装置及び運搬具 82,359,081 79,657,765

工具、器具及び備品 40,466,310 38,837,461

土地 16,348,378 15,660,695

建設仮勘定 4,857,064 3,833,508

減価償却累計額 △115,420,292 △108,404,801

有形固定資産合計 71,108,832 70,467,888

無形固定資産   

のれん 1,291,332 1,434,814

その他 424,802 413,144

無形固定資産合計 1,716,135 1,847,958

投資その他の資産 3,206,785 4,776,517

固定資産合計 76,031,754 77,092,364

資産合計 119,642,219 120,054,313



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 24,999,089 23,612,466

短期借入金 24,687,788 19,768,580

1年内返済予定の長期借入金 5,605,090 5,610,137

賞与引当金 2,052,845 2,015,894

その他 7,332,902 8,180,664

流動負債合計 64,677,716 59,187,743

固定負債   

長期借入金 12,030,807 14,610,355

退職給付引当金 4,320,839 3,983,722

その他 1,181,838 1,061,713

固定負債合計 17,533,485 19,655,790

負債合計 82,211,201 78,843,534

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,685,600 3,685,600

資本剰余金 3,504,076 3,504,076

利益剰余金 30,444,976 35,966,533

自己株式 △24,648 △24,648

株主資本合計 37,610,004 43,131,562

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 162,057 129,198

為替換算調整勘定 △4,532,798 △6,151,641

評価・換算差額等合計 △4,370,740 △6,022,443

少数株主持分 4,191,752 4,101,659

純資産合計 37,431,017 41,210,778

負債純資産合計 119,642,219 120,054,313



（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）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 152,161,191 122,398,364

売上原価 142,526,084 118,126,462

売上総利益 9,635,106 4,271,902

販売費及び一般管理費 6,136,353 5,274,725

営業利益又は営業損失（△） 3,498,753 △1,002,823

営業外収益   

受取利息 62,975 21,758

固定資産賃貸料 － 47,448

持分法による投資利益 107,228 －

法人税等還付加算金 － 54,917

その他 93,948 55,741

営業外収益合計 264,153 179,865

営業外費用   

支払利息 332,218 290,382

為替差損 241,562 －

その他 22,667 24,719

営業外費用合計 596,448 315,101

経常利益又は経常損失（△） 3,166,457 △1,138,059

特別利益   

固定資産売却益 9,347 7,182

ゴルフ会員権売却益 － 840

特別利益合計 9,347 8,022

特別損失   

固定資産売却損 － 59,238

固定資産除却損 248,834 66,683

減損損失 － 48,675

特別退職金 － 235,051

その他 5,954 18,292

特別損失合計 254,788 427,940

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（△）

2,921,016 △1,557,977

法人税等 701,445 3,586,663

少数株主利益 253,404 16,709

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,966,166 △5,161,351



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 78,050,035 67,805,638

売上原価 73,376,675 65,180,920

売上総利益 4,673,360 2,624,717

販売費及び一般管理費 3,046,817 2,685,070

営業利益又は営業損失（△） 1,626,543 △60,352

営業外収益   

受取利息 31,016 7,012

固定資産賃貸料 － 23,145

持分法による投資利益 51,075 －

法人税等還付加算金 － 54,916

その他 40,232 24,217

営業外収益合計 122,324 109,291

営業外費用   

支払利息 164,276 142,015

為替差損 69,897 90,594

その他 10,782 10,218

営業外費用合計 244,955 242,828

経常利益又は経常損失（△） 1,503,911 △193,890

特別利益   

固定資産売却益 6,265 2,548

ゴルフ会員権売却益 － 840

特別利益合計 6,265 3,388

特別損失   

固定資産売却損 － 56,445

固定資産除却損 122,538 59,870

特別退職金 － 235,051

その他 789 16,322

特別損失合計 123,328 367,689

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（△）

1,386,848 △558,191

法人税等 371,010 3,897,555

少数株主利益 185,811 22,491

四半期純利益又は四半期純損失（△） 830,026 △4,478,238



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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（△）

2,921,016 △1,557,977

減価償却費 5,224,213 6,205,516

減損損失 － 48,675

のれん償却額 143,481 143,481

賞与引当金の増減額（△は減少） 13,281 36,950

受取利息及び受取配当金 △69,058 △26,425

支払利息 332,218 290,382

持分法による投資損益（△は益） △107,228 －

有形固定資産売却損益（△は益） △3,517 52,055

有形固定資産除却損 248,834 66,683

売上債権の増減額（△は増加） △3,159,430 △2,768,087

たな卸資産の増減額（△は増加） 752,156 △80,051

仕入債務の増減額（△は減少） 3,177,244 1,055,414

その他 265,041 △405,321

小計 9,738,252 3,061,296

利息及び配当金の受取額 72,173 21,195

利息の支払額 △339,592 △292,551

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △3,695,350 1,354,511

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,775,482 4,144,452

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 △13,184,796 △7,406,537

有形固定資産の売却による収入 39,854 351,956

その他 35,284 △496,112

投資活動によるキャッシュ・フロー △13,109,657 △7,550,693

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） 8,369,681 4,878,729

長期借入れによる収入 3,874,260 152,699

長期借入金の返済による支出 △3,247,245 △2,872,960

配当金の支払額 △360,206 △360,206

少数株主への配当金の支払額 △23,787 －

その他 △77,186 △109,748

財務活動によるキャッシュ・フロー 8,535,514 1,688,513

現金及び現金同等物に係る換算差額 △343,666 283,305

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 857,673 △1,434,421

現金及び現金同等物の期首残高 3,734,739 4,835,390

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 32,568 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,624,981 3,400,969



 該当事項はありません。 

前第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日）及び当第２四半期連結会計期間

（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

 全セグメントの売上高の合計及び営業利益の合計額に占める「自動車及びその部品の製造及び販売事業」の

割合がいずれも90％を超えているため、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。 

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 全セグメントの売上高の合計及び営業利益の合計額に占める「自動車及びその部品の製造及び販売事業」の

割合がいずれも90％を超えているため、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。 

  

前第２四半期連結会計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日) 

  

（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） 
北米 

（千円） 
アジア 

（千円） 
その他の 

地域(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 

 56,009,992 11,264,925 10,775,118 ―  78,050,035  ― 78,050,035

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 1,321,173 125,098 125,374 ―  1,571,646 (1,571,646) ―

計  57,331,165 11,390,024 10,900,492 ―  79,621,681 (1,571,646) 78,050,035

営業利益 
(又は営業損失) 

 33,868 664,863 1,017,829 △401  1,716,159 (89,616) 1,626,543

  
日本 

（千円） 
北米 

（千円） 
アジア 

（千円） 
その他の 

地域(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 

 50,563,086 6,756,324 10,486,226   ―  67,805,638      ― 67,805,638

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 1,014,974 116,326 38,162    ―  1,169,463 (1,169,463) ―

計  51,578,060 6,872,651 10,524,389     ―  68,975,101 (1,169,463) 67,805,638

営業利益 
(又は営業損失) 

 △1,070,075 △477 1,063,815 △305  △7,042 (53,310) △60,352



前第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９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 各区分に属する主な国又は地域………北米：カナダ、米国 

アジア：タイ、ベトナム、中国、インド 

その他の地域：英国 

３ 会計方針の変更 

前第２四半期連結累計期間  

当社及び国内連結子会社は、通常の販売目的で保有するたな卸資産について、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より「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。これにより、従来と

同じ方法によった場合に比べ、当第２四半期連結累計期間の「日本」の営業利益は120,389千円減少してお

ります。  

    ４ 追加情報 

前第２四半期連結累計期間  

      当社及び国内連結子会社は、機械装置について、平成20年度税制改正を契機に経済的使用可能予測期間を見

直した結果、第１四半期連結会計期間より耐用年数の変更を行っております。これにより、従来と同じ方法

によった場合に比べ、当第２四半期連結累計期間の「日本」の営業利益は221,853千円減少しております。 

  

  
日本 

（千円） 
北米 

（千円） 
アジア 

（千円） 
その他の 

地域(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 

 107,051,511 24,171,835 20,937,844 ―  152,161,191  ― 152,161,191

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 3,083,800 126,587 307,618 ―  3,518,006 (3,518,006) ―

計  110,135,311 24,298,423 21,245,463 ―  155,679,198 (3,518,006)152,161,191

営業利益 
(又は営業損失) 

 357,904 1,303,880 1,962,728 △2,786  3,621,727 (122,974) 3,498,753

  
日本 

（千円） 
北米 

（千円） 
アジア 

（千円） 
その他の 

地域(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 

 90,170,746 12,817,228 19,410,389   ―  122,398,364     ― 122,398,364

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 1,928,293 218,910 65,003    ―  2,212,207 (2,212,207)   ―

計  92,099,039 13,036,139 19,475,393   ―  124,610,572 (2,212,207)122,398,364

営業利益 
(又は営業損失) 

 △2,488,460 △241,648 1,766,796 △574  △963,886 (38,936)△1,002,823



前第２四半期連結会計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日) 

前第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９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 各区分に属する主な国又は地域………北米：カナダ、米国 

アジア：タイ、ベトナム、中国、インド他 

その他の地域：英国、ブラジル他 

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】

  北米 アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(千円)  11,264,987  10,461,318  333,430  22,059,737

Ⅱ 連結売上高(千円)  ―  ―  ―  78,050,035

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

 14.5  13.4  0.4  28.3

  北米 アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(千円)  6,761,871  9,640,593  852,202  17,254,667

Ⅱ 連結売上高(千円)  ―  ―  ―  67,805,638

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

 10.0  14.2  1.2  25.4

  北米 アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(千円)  24,172,018  20,622,816  348,061  45,142,896

Ⅱ 連結売上高(千円)  ―  ―  ―  152,161,191

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

 15.9  13.6  0.2  29.7

  北米 アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(千円)  12,816,413  17,871,939  1,559,857  32,248,210

Ⅱ 連結売上高(千円)  ―  ―  ―  122,398,364

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

 10.4  14.6  1.3  26.3

（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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