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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 6,607 △32.9 199 △62.6 310 △56.8 290 △21.5

21年3月期第2四半期 9,841 ― 533 ― 719 ― 370 ―

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 27.07 ―

21年3月期第2四半期 34.40 ―

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 27,961 25,287 90.4 2,358.11
21年3月期 28,749 25,284 87.9 2,358.54

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  25,287百万円 21年3月期  25,284百万円

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

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 ― 14.00 ― 14.00 28.00
22年3月期 ― 14.00

22年3月期 
（予想）

― 14.00 28.00

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 12,400 △25.7 460 ― 510 ― 370 ― 34.51
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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  

(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 

上記の予想は本資料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。 

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 11,072,000株 21年3月期  11,072,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  348,420株 21年3月期  351,820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 10,722,072株 21年3月期第2四半期 10,753,035株
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 (1）経営成績の概況  

  当第２四半期連結累計期間（平成21年４月―平成21年９月）における我が国経済は、昨年秋以降大きく落ち

込んだ景気の底打ちから持ち直してきてはいるものの、雇用状況や所得環境はいまだ厳しく、実体経済の先行

き不透明感は続いています。また、世界経済全体でも、中国では景気刺激策により早期回復は見られるもの

の、米国・欧州においては米国でようやく回復の兆しが見えつつありますが依然景気低迷が続いています。 

  このような状況のもと、当グループの属する電子部品関連市況は、中国を始めとするアジアでデジタル機器

を中心とした需要回復やハイブリッドカーなどの環境関連市場の伸びにより、セラミック部品事業の売上は今

期に入り月を追うごとに前期第４四半期を上回る回復を見せてきています。その結果、売上高は当初予想を上

回る6,607百万円（前年同期比32.9％減）となりました。利益面に関しても、昨年来実施しているグループ拠

点統廃合、経費の抑制や在庫削減による収益基盤の再構築の効果により、当初予想を大幅に上回ることができ

ました。その結果、営業利益は199百万円（前年同期比62.6％減）の黒字となりました。経常利益は310百万円

（前年同期比56.8％減）、純利益は290百万円（前年同期比21.5％減）となりました。 

  

 （2）セグメント別の概況(連結） 

セラミック部品事業 

 売上高は前年同期比34.7％減の6,144百万円、営業利益は同43.6％減の502百万円となりました。          

  売上は底を脱し回復基調になってきており、今期に入り月を追うごとに増加してきました。また営業利益に

関しましても、前期の大幅な減産体制から、受注の回復に合わせた増産体制へ切り替えたことによる経費の圧

迫が期首において多少利益に影響しましたが、当期第２四半期においては順調に増益となりました。 

  

回路部品部門 

 回路部品部門の売上高は、前年同期比31.5％減の2,585百万円になりました。当期第２四半期は当期1四半

期に比較して売上高15.3％増となっており、主に中国を始めとするアジアの受注回復と、国内のハイブリッ

ドカー向けパワーモジュール用基板が好調に推移したことによるものです。 

機構部品部門 

 機構部品部門の売上高は、前年同期比46.3％減の1,224百万円になりました。半導体市場も当期第２四半

期に入り徐々に回復してきており、当期第1四半期と比較して59.7％増となりました。 

高周波部品部門 

 高周波部品部門の売上高は、前年同期比10.4％減の911百万円になりました。中国での３Ｇ携帯電話市場

の需要が増えたことなどにより、当期第２四半期は当期1四半期に比較して24.9％増となりました。  

ＥＭＣ対策部品部門 

 ＥＭＣ対策部品部門の売上高は、前年同期比39.2％減の1,425百万円になりました。中国、韓国を始めと

するアジアでのデジタル機器の需要回復から受注が徐々に回復してきており、当期第２四半期は当期1四半

期と比較して12.2％増となりました。  

  

照明機器事業 

 照明機器事業の売上高は、前年同期比7.9％増の463百万円、営業損失は前年同期比で56百万円改善し、53百

万円になりました。ＬＥＤ照明機器は公共関係を中心に引き合い・受注ともに昨年と比較し増加傾向にあり、

引き続きＬＥＤ照明新商品開発と拡販に注力しています。 

  

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
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セグメント別の概要                            （百万円）  

セラミック部品事業 部門別の概要                        （百万円） 

  

  
前期 当期 

平成21年３月期第２四半期 平成22年３月期第２四半期 

セラミック部品事業     

  売上高  9,412  6,144

  営業利益又は営業損失（△）  891  502

照明機器事業     

  売上高  429  463

  営業利益又は営業損失（△） △109  △53

合計     

  売上高  9,841  6,607

  営業利益又は営業損失（△）  782  449

消去又は全社     

  売上高 －  －

  営業利益又は営業損失（△） △248  △250

連結     

  売上高  9,841  6,607

  営業利益又は営業損失（△）  533  199

  

前期 

（21年３月期）  

 当期  

（22年３月期）  

１Ｑ   ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ １Ｑ  ２Ｑ  

回路部品 1,868 1,907 1,239 813 1,201 1,384

機構部品 1,164 1,116 865 473 471 753

高周波部品 487 529 506 355 405 506

ＥＭＣ対策部品 1,087 1,254 708 545 671 753

合計 4,606 4,806 3,318 2,186 2,748 3,396
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 当第２四半期末における連結の総資産は27,961百万円となり、前連結会計年度末と比較して2.7％減少しま

した。主に流動資産の減少によるもので、科目別には、商品及び製品が同160百万円減少し、944百万円となり

ました。また、原材料及び貯蔵品が同330百万円減少しました。 

 負債は2,674百万円となり、前連結会計年度末と比較して22.8％減少しました。これは主に支払手形及び買

掛金が同562百万円減少したことによるものです。以上により、純資産は25,287百万円となりました。この結

果、自己資本比率は前連結会計年度末と比較して2.5％増の90.4％となっています。  

   

 営業活動から得たキャッシュは1,347百万円となり、前年同期比89百万円の増加となりました。キャッシュ増加

の主な要因は売上債権の減少190百万円によるものです。 

 投資活動に使用したキャッシュは660百万円となり、前年同期比719百万円の減少となりました。この主な要

因は有形固定資産の取得による支出の減少830百万円などによるものです。  

 財務活動に使用したキャッシュは142百万円となり、前年同期比68百万円の減少となりました。  

 平成22年３月期の第２四半期連結累計期間につきまして、昨年末から落ち込んだ需要の底打ちからは順調に

持ち直し、売上高が予想を上回る結果となりました。これに加え収益体質改善の効果等により営業利益、経常

利益がそれぞれ予想を上回る結果となりました。四半期純利益に関しては、税効果による戻りや、繰越欠損金

控除による影響で予想を大幅に上回る結果となっており、通期業績予想について当期純利益を修正いたします 

  

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

１．一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 一部の国内連結子会社において、当第２四半期連結会計期間末の一般債権の貸倒実績率等が前連結会計年

度末に算定したものと著しい変動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等を使用して貸

倒見積高を算定しております。 

２．たな卸資産の評価方法 

 当第２四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度末の実

地たな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。 

３．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する方法により算

定しております。 

４．経過勘定項目の算定方法 

 合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっています。 

５．法人税等ならびに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ついては、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ため、前連結会計年度において使用した将来の業績予測等を利

用する方法によっております。 

 重要性が乏しい連結子会社については、税金費用の計算にあたり、税引前四半期純利益に、前連結会計年

度の損益計算書における税効果会計適用後の法人税等の負担率を乗じて計算する方法によっております。  

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

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

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：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 8,054,115 7,504,853

受取手形及び売掛金 3,903,472 4,303,500

商品及び製品 944,341 1,104,704

仕掛品 755,484 746,378

原材料及び貯蔵品 887,831 1,217,491

その他 276,636 421,731

貸倒引当金 △8,115 △7,988

流動資産合計 14,813,762 15,290,669

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 7,405,726 7,369,973

減価償却累計額 △3,710,139 △3,574,195

建物及び構築物（純額） 3,695,588 3,795,778

機械装置及び運搬具 11,908,466 11,944,458

減価償却累計額 △8,274,689 △7,994,801

機械装置及び運搬具（純額） 3,633,778 3,949,657

土地 3,163,271 3,160,439

建設仮勘定 668,614 443,258

その他 2,746,399 2,826,350

減価償却累計額 △2,447,973 △2,466,708

その他（純額） 298,426 359,643

有形固定資産合計 11,459,677 11,708,775

無形固定資産 189,441 185,657

投資その他の資産 1,498,152 1,564,004

固定資産合計 13,147,269 13,458,436

資産合計 27,961,031 28,749,105
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（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 789,483 1,351,589

短期借入金 4,684 4,684

未払法人税等 102,578 30,480

賞与引当金 271,396 241,244

役員賞与引当金 3,125 3,750

その他 952,045 1,179,250

流動負債合計 2,123,311 2,810,997

固定負債   

長期借入金 123,055 125,397

負ののれん 28,930 57,861

その他 398,370 470,869

固定負債合計 550,355 654,127

負債合計 2,673,666 3,465,124

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,709,850 6,709,850

資本剰余金 9,746,778 9,746,778

利益剰余金 11,390,329 11,252,053

自己株式 △734,242 △741,515

自己株式申込証拠金 4,675 －

株主資本合計 27,117,390 26,967,167

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △146,517 △200,860

為替換算調整勘定 △1,683,508 △1,482,326

評価・換算差額等合計 △1,830,025 △1,683,186

純資産合計 25,287,365 25,283,981

負債純資産合計 27,961,031 28,749,105
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（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 9,841,450 6,607,160

売上原価 7,465,205 4,950,179

売上総利益 2,376,244 1,656,981

販売費及び一般管理費 1,843,026 1,457,526

営業利益 533,218 199,455

営業外収益   

受取利息 26,673 29,743

受取賃貸料 57,717 58,026

有価証券運用益 － 1,112

為替差益 71,361 1,361

負ののれん償却額 41,464 28,930

その他 33,129 37,011

営業外収益合計 230,343 156,184

営業外費用   

支払利息 2,425 1,039

投資不動産賃貸費用 28,000 33,547

その他 14,563 10,669

営業外費用合計 44,987 45,256

経常利益 718,574 310,383

特別利益   

固定資産売却益 27,216 3,027

投資有価証券売却益 － 36,527

貸倒引当金戻入額 － 4,429

特別利益合計 27,216 43,983

特別損失   

固定資産除売却損 17,391 20,786

早期割増退職金 － 16,176

たな卸資産評価損 28,483 －

投資有価証券売却損 － 22,128

災害による損失 10,552 －

特別損失合計 56,426 59,090

税金等調整前四半期純利益 689,364 295,276

法人税、住民税及び事業税 216,729 68,900

法人税等調整額 102,692 △63,878

法人税等合計 319,422 5,022

少数株主利益 27 －

四半期純利益 369,914 290,254
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（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 689,364 295,276

減価償却費 970,360 791,736

負ののれん償却額 △41,464 △28,930

貸倒引当金の増減額（△は減少） 39,868 △5,869

有価証券運用損益（△は益） － △1,112

投資有価証券売却損益（△は益） 3,006 △14,399

固定資産除売却損益（△は益） △9,824 17,192

受取利息及び受取配当金 △30,634 △33,277

為替差損益（△は益） 1,709 10,986

売上債権の増減額（△は増加） 559,693 369,745

たな卸資産の増減額（△は増加） △58,914 451,405

仕入債務の増減額（△は減少） △511,054 △557,223

その他 △307,457 42,996

小計 1,304,651 1,338,526

利息及び配当金の受取額 32,149 35,893

利息の支払額 △1,942 △565

法人税等の支払額 △76,660 △26,563

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,258,198 1,347,291

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 △196,656 △52,572

定期預金の払戻による収入 22,335 －

有形固定資産の取得による支出 △1,209,618 △830,373

有形固定資産の売却による収入 56,302 80,529

有価証券の売却による収入 － 1,112

投資有価証券の取得による支出 △53,155 △165,201

投資有価証券の売却による収入 21,351 310,441

無形固定資産の取得による支出 △6,370 △16,359

その他 △13,099 12,518

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,378,910 △659,904

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △2,342 △2,342

自己株式の売却による収入 － 5,480

自己株式申込証拠金収入 － 4,675

自己株式の取得による支出 △78,111 △103

配当金の支払額 △129,533 △150,083

財務活動によるキャッシュ・フロー △209,986 △142,373

現金及び現金同等物に係る換算差額 △26,840 △37,549

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △357,537 507,466

現金及び現金同等物の期首残高 6,145,837 7,062,226

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 9,869 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,798,169 7,569,691
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 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） 

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） 

（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〕

項目 
セラミック部
品事業(千円) 

照明機器事業
（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  4,806,104  271,709  5,077,813  －  5,077,813

(2）セグメント間の内部売上高

または振替高 
 4,110  －  4,110  (4,110)  －

計  4,810,214  271,709  5,081,923  (4,110)  5,077,813

営業利益又は営業損失  505,415  △46,574  458,841  (120,494)  338,348

項目 
セラミック部
品事業(千円) 

照明機器事業
（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  3,395,820  258,934  3,654,754  －  3,654,754

(2）セグメント間の内部売上高

または振替高 
 11,554  1,916  13,470  (13,470)  －

計  3,407,373  260,850  3,668,224  (13,470)  3,654,754

営業利益又は営業損失  401,940  △11,794  390,145  (118,752)  271,393

項目 
セラミック部
品事業(千円) 

照明機器事業
（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  9,412,296  429,154  9,841,450  －  9,841,450

(2）セグメント間の内部売上高

または振替高 
 11,670  －  11,670  (11,670)  －

計  9,423,966  429,154  9,853,120  (11,670)  9,841,450

営業利益又は営業損失  890,643  △109,124  781,519  (248,301)  533,218

項目 
セラミック部
品事業(千円) 

照明機器事業
（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  6,144,058  463,103  6,607,160  －  6,607,160

(2）セグメント間の内部売上高

または振替高 
 17,290  1,977  19,268  (19,268)  －

計  6,161,347  465,080  6,626,428  (19,268)  6,607,160

営業利益又は営業損失  502,143  △52,838  449,305  (249,850)  199,455
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 （注）１．事業区分の方法 

事業は、製品の系列を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

    ３．会計処理の方法の変更 

前第２四半期連結累計期間  

 （たな卸資産の評価に関する会計基準） 

 「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」２．(1)に記載のとおり、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）

を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の

営業利益がセラミック部品事業で468千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  

 （有形固定資産の耐用年数の変更） 

 当社の機械装置については、従来、耐用年数を５～12年としておりましたが、平成20年度の法人税法の

改正を契機に見直しを行い、第１四半期連結会計期間より２～９年に変更しました。これにより、当第２

四半期連結累計期間の営業利益がセラミック部品事業で36,794千円、照明機器事業で207千円それぞれ減

少しております。 

事業区分 主要製品

セラミック部品事業 

回路部品（チップ抵抗器用セラミック基板等）、機構部品（石英ガラス製品

等）、高周波部品（BPF等）及びEMC対策部品（積層セラミックコンデンサ

等） 

照明機器事業 照明機器、情報表示装置等 
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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） 

〔所在地別セグメント情報〕

項目 
日本 

（千円） 
アジア
（千円） 

欧米
（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  3,673,259  1,013,544  391,010  5,077,813  －  5,077,813

(2）セグメント間の内部売上

高または振替高 
 354,131  394,267  642  749,040 (749,040)  －

計  4,027,390  1,407,811  391,652  5,826,854 (749,040)  5,077,813

営業利益  295,406  142,025  21,928  459,360 (121,013)  338,348

項目 
日本 

（千円） 
アジア
（千円） 

欧米
（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  2,969,187  614,196  71,371  3,654,754  －  3,654,754

(2）セグメント間の内部売上

高または振替高 
 83,393  263,190  20,477  367,059 (367,059)  －

計  3,052,581  877,385  91,848  4,021,814 (367,059)  3,654,754

営業利益又は営業損失  330,965  70,145  △95  401,015 (129,622)  271,393

項目 
日本 

（千円） 
アジア
（千円） 

欧米
（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  7,195,982  1,930,359  715,109  9,841,450  －  9,841,450

(2）セグメント間の内部売上

高または振替高 
 616,846  853,232  1,182  1,471,259 (1,471,259)  －

計  7,812,827  2,783,591  716,290  11,312,709 (1,471,259)  9,841,450

営業利益  536,851  264,019  35,727  836,597 (303,379)  533,218

項目 
日本 

（千円） 
アジア
（千円） 

欧米
（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  5,324,522  1,100,894  181,744  6,607,160  －  6,607,160

(2）セグメント間の内部売上

高または振替高 
 223,812  439,519  22,810  686,140 (686,140)  －

計  5,548,334  1,540,413  204,554  7,293,301 (686,140)  6,607,160

営業利益又は営業損失  456,330  17,752  △9,077  465,005 (265,550)  199,455
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 （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２四半期連結累計期間 

アジア……マレーシア、台湾、韓国、中国 

欧米………イギリス、アメリカ 

 当第２四半期連結累計期間 

アジア……マレーシア、台湾、韓国、中国、インド 

欧米………イギリス、アメリカ 

３．会計処理の方法の変更 

 前第２四半期連結累計期間 

 （たな卸資産の評価に関する会計基準） 

 「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」２．(1)に記載のとおり、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）

を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の

営業利益が日本で468千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 

 （有形固定資産の耐用年数の変更） 

 当社の機械装置については、従来、耐用年数を５～12年としておりましたが、平成20年度の法人税法の

改正を契機に見直しを行い、第１四半期連結会計期間より２～９年に変更しました。これにより、当第２

四半期連結累計期間の営業利益が日本で37,001千円減少しております。 
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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 

アジア……マレーシア、台湾、韓国、中国 

欧州………ドイツ、イギリス 

その他……アメリカ 

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。 

  

 該当事項はありません。   

  

〔海外売上高〕

  アジア 欧州 その他 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  2,023,471  241,283  152,946  2,417,701

Ⅱ 連結売上高（千円）        5,077,813

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
 39.8  4.8  3.0  47.6

  アジア 欧州 その他 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,166,020  173,249  208,554  1,547,823

Ⅱ 連結売上高（千円）        3,654,754

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
 31.9  4.7  5.7  42.4

  アジア 欧州 その他 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  3,881,865  431,736  296,711  4,610,311

Ⅱ 連結売上高（千円）        9,841,450

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
 39.4  4.4  3.0  46.8

  アジア 欧州 その他 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  2,159,497  362,200  302,892  2,824,589

Ⅱ 連結売上高（千円）        6,607,160

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
 32.7  5.5  4.6  42.8

（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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