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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 5,643 △26.8 195 626.1 173 ― 74 ―
21年3月期第2四半期 7,714 ― 26 ― △69 ― △80 ―

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 12.40 ―
21年3月期第2四半期 △13.39 ―

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 11,458 3,767 32.8 627.11
21年3月期 12,888 3,796 29.4 631.85

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  3,767百万円 21年3月期  3,796百万円

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 ― 0.00 ― 15.00 15.00
22年3月期 ― 0.00
22年3月期 

（予想）
― 15.00 15.00

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  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 11,500 △22.6 700 12.1 600 20.5 300 22.5 49.93

admi
新規スタンプ



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  無  

(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 
本資料に掲載されている業績見通し等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれておりま
す。世界経済・競合状況・為替・金利の変動等にかかわるリスクや不安定要因により、実際の業績が記載の予想数値と大幅に異なる可能性があります。な
お、業績予想に関する事項は、４ページの３．連結業績予想に関する定性的情報をご参照ください。 

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 6,050,000株 21年3月期  6,050,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  42,405株 21年3月期  42,205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 6,007,693株 21年3月期第2四半期 6,009,275株



  

 当第２四半期連結会計期間(平成21年７月１日から平成21年９月30日までの３ヶ月）においては、国内経済は経済

対策の効果により、輸出や生産が増加し景気は持ち直しつつあるものの、企業収益の落ち込みから実態としては厳し

い状況が続いております。個人消費は耐久消費財で増加が見られましたが、雇用情勢の悪化及び所得環境が厳しさを

増すなど全体としては低迷し、景気の先行きに対する不透明感が拡大する状況で推移しております。 

 当社グループの第２四半期連結会計期間(平成21年７月１日から平成21年９月30日までの３ヶ月）としましては、

売上高は31億４千１百万円(前年同期比７億９千１百万円 20.1％減）、営業利益１億８千４百万円(前年同期比１億

６千８百万円増）、経常利益１億９千３百万円（前年同期は経常損失７千３百万円）、四半期純利益１億１千万円

(前年同期は四半期純損失６千９百万円）となりました。 

 当第２四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年９月30日までの６ヶ月）としましては、売上高56億４

千３百万円(前年同期比20億７千１百万円 26.8％減）、営業利益１億９千５百万円(前年同期比１億６千８百万円 

626.1%増）、経常利益１億７千３百万円(前年同期は経常損失６千９百万円）、四半期純利益７千４百万円(前年同期

は四半期純損失８千万円）となりました。 

(注）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８月10日開示)をご参照ください。  

 当第２四半期連結会計期間(平成21年７月１日から平成21年９月30日までの３ヶ月）における、事業の種類別セグ

メントの業績概況は次のとおりです。 

 ①  海運事業 

 海運事業につきましては、８月以降燃油価格が緩やかに上昇傾向が続いております。さらに７月以降特に太西洋及

びインド洋では延縄漁の端境期にあたり、各国の漁船が休漁或いは船体整備のために入港し、多くの漁船が10月初旬

に準備を整え出港し操業開始しました。したがいまして当第２四半期連結会計期間については、仲積み船による運搬

量が大幅減少となりました。一方畜養まぐろ加工船の本格稼動は従来第３・４四半期に集中する傾向があったため、

当第２四半期連結会計期間においては、季節的要因を極力改める事により、今まで以上のきめ細かな集荷体制と収支

重視の配船に努めました。その結果売上高13億６千３百万円(前年同期比７千４百万円 5.1％減）、営業利益１億６

千１百万円(前年同期比９千５百万円 145.9％増）となりました。  

  ②  貿易事業 

 貿易事業につきましては、機械・資材などの販売が、台湾での新造巻網船向けに販売が順調に推移いたしました

が、遠洋延縄鮪漁船向け餌販売が餌の不漁、漁船の休業などの影響により売上を伸ばすことができませんでした。水

産加工食品関連販売は、値下げ圧力が強まる市場環境において、海外加工関連の販売事業を積極的に推し進め、収益

を確保することができました。この結果として、売上高８億３千８百万円(前年同期比５億円 37.3％減）、営業利益

６千５百万円(前年同期は営業損失５百万円）となりました。  

 ③  洋上給油事業 

 洋上給油事業につきましては、当第２四半期連結会計期間における漁船の休漁に対処するため、効率的な集荷及び

供給にて対応しましたが、前年に比べ燃油(Ａ重油)価格の販売単価が低くなり、売上高は減少し、売上高９億３千８

百万円(前年同期比２億１千６百万円 18.7％減）、営業利益２千６百万円(前年同期比１百万円 5.4％減）となりま

した。 

  ④  その他事業 

 その他事業の不動産事業につきましては、売上高１百万円(前年同期比０百万円 2.6％減）、営業利益０百万円(前

年同期比０百万円 13.6％減）となりました。 

 所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。 

  ①  日本 

 日本につきましては、貿易事業では餌販売の不振などによる蓄養関連の売上減少、洋上給油事業では前年同期と比

較し燃油価格の販売単価が低下し売上が減少しましたが、海運事業では収支重視の配船と効率的な集荷を行い、貿易

事業では利益率の良い機械・資材の販売が増加し、売上高30億４千７百万円（前年同期比８億７百万円 20.9%減）、

営業利益２億１千２百万円（前年同期比１億３千７百万円 182.4%増）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



 ②  パナマ 

 パナマにつきましては、船舶消耗品費の減少ならびに所有する超低温冷蔵船の減価償却費減少などにより、売上高

３億７千７百万円（前年同期比２千３百万円 6.6%増）、営業利益３千６百万円（前年同期比３千１百万円 593.8%

増）となりました。 

 ③  台湾 

 台湾につきましては、台湾国内における超低温冷蔵船への集荷受取口銭が僅少であったことなどにより、売上高４

百万円（前年同期比４百万円 52.1%減）、営業損失６百万円（前年同期は営業利益３百万円）となりました。 

  

  

（1）資産、負債および純資産の状況 

 当第２四半期連結会計期間末は、総資産が前連結会計年度末に比べ14億３千万円減少し、114億５千８百万円とな

りました。このうち流動資産は前連結会計年度末に比べ９億９千９百万円減少し62億８千２百万円となりました。こ

れは、現金及び預金１億５千万円などが増加し、立替金３億９千万円、海外まぐろ関連事業などの前渡金３億２千９

百万円、商品及び製品２億８千万円などの減少があったことによるものです。固定資産は前連結会計年度末に比べ４

億３千万円減少し51億７千５百万円となりました。これは減価償却による船舶２億７千７百万円、長期貸付金１億５

千２百万円などの減少があったことによるものです。 

 負債は、前連結会計年度末に比べ14億１百万円減少し、76億９千万円となりました。これは、流動負債で短期借入

金７億１百万円、未払法人税等１億５千５百万円、固定負債で社債２億１千５百万円、長期借入金１億２千万円など

の減少があったことによるものです。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べ２千８百万円減少し、37億６千７百万円となりました。これは利益剰余金１千

５百万円などの減少があったことによるものです。 

 この結果自己資本比率は、前連結会計年度末より3.4ポイント上昇し32.8%になりました。 

（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、前第2四半期連結会計期間末

に比べ１億４千９百万円減少し９億９千２百万円となりました。また、前連結会計期間末に比べ2億円増加しており

ます。 

 当第２四半期連結累計期間の内訳は、営業活動による資金では法人税等の支払額２億５千万円などの支出があった

ものの、税金等調整前四半期純利益１億８千万円、前渡金の減少額３億２千９百万円、たな卸資産の減少額２億５千

２百万円などにより、９億９千６百万円の収入（前年同四半期は７億６千２百万円の支出）となりました。 

 投資活動による資金は、貸付金の回収による収入６億３千万円、海外まぐろ関連事業への貸付金による支出３億円

などにより、３億６千７百万円の収入（前年同四半期は33億９千９百万円の支出）となりました。 

 財務活動による資金は、長期借入れによる収入２億円があったものの、短期借入金の純減少額６億５千万円、長期

借入金の返済による支出３億７千１百万円などにより、11億２千６百万円の支出（前年同四半期は44億６千３百万円

の収入）となりました。 

  

  

 当第２四半期連結累計期間は微細な業績予想の修正をしましたが、ほぼ計画通りに推移しております。当社グルー

プは、経営を取巻く環境は依然厳しいと予測しておりますが、通期の業績予想については、平成21年５月13日に公表

した連結業績予想を変更しておりません。 

  

  

  該当事項はありません。   

  

  該当事項はありません。  

  

  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



５．四半期連結財務諸表 
（１）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) 

海運業収益 2,592,710 2,592,154

海運業費用 2,433,170 2,269,643

海運業利益 159,540 322,510

貿易業収益 3,155,061 1,661,033

貿易業費用 2,996,413 1,513,482

貿易業利益 158,648 147,551

洋上給油事業収益 1,965,158 1,387,990

洋上給油事業費用 1,916,142 1,348,004

洋上給油事業利益 49,015 39,985

その他事業収益 2,063 1,959

その他事業費用 443 432

その他事業利益 1,620 1,526

売上総利益 368,824 511,573

販売費及び一般管理費 341,910 316,145

営業利益 26,914 195,427

営業外収益   

受取利息 26,013 74,739

受取配当金 3,120 2,833

デリバティブ評価益 48,268 3,128

持分法による投資利益 － 5,846

その他 2,305 5,924

営業外収益合計 79,708 92,471

営業外費用   

支払利息 54,701 71,154

為替差損 35,321 39,739

有価証券評価損 1,064 －

持分法による投資損失 73,200 －

その他 11,752 3,810

営業外費用合計 176,040 114,703

経常利益又は経常損失（△） △69,417 173,195

特別利益   

貸倒引当金戻入額 14,919 6,878

特別利益合計 14,919 6,878

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（△）

△54,498 180,074

法人税、住民税及び事業税 5,991 94,923

法人税等調整額 20,011 10,599

法人税等合計 26,003 105,523

四半期純利益又は四半期純損失（△） △80,501 74,550



（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) 

海運業収益 1,437,404 1,363,249

海運業費用 1,319,807 1,148,274

海運業利益 117,596 214,974

貿易業収益 1,339,331 838,563

貿易業費用 1,303,957 740,271

貿易業利益 35,374 98,292

洋上給油事業収益 1,154,414 938,239

洋上給油事業費用 1,124,100 909,635

洋上給油事業利益 30,313 28,603

その他事業収益 1,027 978

その他事業費用 222 214

その他事業利益 805 764

売上総利益 184,090 342,635

販売費及び一般管理費 167,679 158,179

営業利益 16,411 184,455

営業外収益   

受取利息 24,417 63,985

受取配当金 195 195

デリバティブ評価益 － 1,379

その他 547 1,551

営業外収益合計 25,160 67,111

営業外費用   

支払利息 33,110 34,418

デリバティブ評価損 16,052 －

為替差損 9,771 18,303

有価証券評価損 3,583 －

持分法による投資損失 49,996 3,182

その他 2,727 2,640

営業外費用合計 115,240 58,544

経常利益又は経常損失（△） △73,668 193,023

特別利益   

貸倒引当金戻入額 4,959 －

特別利益合計 4,959 －

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（△）

△68,709 193,023

法人税、住民税及び事業税 5,492 93,185

法人税等調整額 △4,805 △10,689

法人税等合計 687 82,495

四半期純利益又は四半期純損失（△） △69,396 110,527



（２）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 1,114,887 964,070

受取手形・海運業未収金及び売掛金 2,400,414 2,432,619

有価証券 54,780 50,022

商品及び製品 320,909 601,003

原材料及び貯蔵品 261,706 237,913

立替金 410,606 801,048

前渡金 － 1,414,516

繰延税金資産 20,906 31,931

その他 1,717,739 772,889

貸倒引当金 △19,038 △23,376

流動資産合計 6,282,912 7,282,639

固定資産   

有形固定資産   

船舶（純額） 4,133,264 4,410,503

建物及び構築物（純額） 185,119 189,988

その他（純額） 6,613 8,295

土地 315,784 315,784

有形固定資産合計 4,640,782 4,924,572

無形固定資産 5,593 5,461

投資その他の資産   

投資有価証券 115,137 114,694

長期貸付金 195,255 347,592

繰延税金資産 108,816 108,564

その他 199,434 209,903

貸倒引当金 △89,626 △104,817

投資その他の資産合計 529,016 675,938

固定資産合計 5,175,392 5,605,972

資産合計 11,458,305 12,888,611



（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   

海運業未払金及び買掛金 1,041,195 1,088,194

1年内償還予定の社債 430,000 430,000

短期借入金 1,438,280 2,139,480

前受収益 43,354 122,013

未払法人税等 98,435 253,975

賞与引当金 14,500 21,924

役員賞与引当金 8,000 15,000

その他 278,842 347,495

流動負債合計 3,352,608 4,418,084

固定負債   

社債 575,000 790,000

長期借入金 3,370,500 3,490,740

退職給付引当金 161,677 161,581

役員退職慰労引当金 121,206 112,954

その他 109,863 119,218

固定負債合計 4,338,246 4,674,493

負債合計 7,690,854 9,092,577

純資産の部   

株主資本   

資本金 890,000 890,000

資本剰余金 961,593 961,593

利益剰余金 1,993,027 2,008,594

自己株式 △14,480 △14,421

株主資本合計 3,830,140 3,845,765

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 14,203 13,959

繰延ヘッジ損益 △116,815 △118,674

為替換算調整勘定 39,922 54,983

評価・換算差額等合計 △62,689 △49,730

純資産合計 3,767,451 3,796,034

負債純資産合計 11,458,305 12,888,611



（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（△）

△54,498 180,074

減価償却費 212,150 285,216

持分法による投資損益（△は益） 73,200 △5,846

貸倒引当金の増減額（△は減少） △12,419 △19,529

賞与引当金の増減額（△は減少） △8,260 △7,424

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △7,000 △7,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10,017 96

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,340 8,252

受取利息及び受取配当金 △29,133 △77,573

支払利息 54,701 71,154

有価証券評価損益（△は益） 1,064 △4,721

デリバティブ評価損益（△は益） △48,268 △3,128

為替差損益（△は益） 14,009 44,575

売上債権の増減額（△は増加） 334,038 45,947

たな卸資産の増減額（△は増加） 156,205 252,066

前渡金の増減額（△は増加） △1,148,945 329,159

仕入債務の増減額（△は減少） △138,549 △35,683

その他 61,855 237,229

小計 △522,492 1,292,864

利息及び配当金の受取額 28,088 25,758

利息の支払額 △55,306 △71,712

法人税等の支払額 △212,525 △250,464

営業活動によるキャッシュ・フロー △762,236 996,446

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 － 50,000

有形固定資産の取得による支出 △3,118,458 △12,115

貸付けによる支出 △353,996 △300,000

貸付金の回収による収入 72,818 630,607

その他 － △827

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,399,637 367,664

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） 1,748,000 △650,000

長期借入れによる収入 3,265,600 200,000

長期借入金の返済による支出 △794,738 △371,440

社債の発行による収入 500,000 －

社債の償還による支出 △165,000 △215,000

配当金の支払額 △89,707 △89,711

その他 △180 △58

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,463,973 △1,126,210

現金及び現金同等物に係る換算差額 △12,255 △37,083

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 289,843 200,816

現金及び現金同等物の期首残高 852,479 792,080

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,142,323 992,897



 該当事項はありません。 

  

 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） 

  

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〕

  
海運事業 
（千円） 

貿易事業 
（千円） 

洋上給油事
業（千円）

その他事業
（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 
 2,592,710  3,155,061  1,965,158  2,063  7,714,994       －  7,714,994

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
      －      －       －  1,500  1,500 (1,500)       －

計  2,592,710  3,155,061  1,965,158  3,563  7,716,494 (1,500)    7,714,994

営業利益  54,493  71,382  43,110  2,022  171,009 (144,095)      26,914

  
海運事業 
（千円） 

貿易事業 
（千円） 

洋上給油事
業（千円）

その他事業
（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 
 2,592,154  1,661,033  1,387,990      1,959  5,643,137       －  5,643,137

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
      －      －       －       1,680      1,680    (1,680)       －

計  2,592,154  1,661,033  1,387,990       3,639    5,644,817    (1,680)  5,643,137

営業利益  214,087       83,577       34,307       1,883  333,856  (138,428)      195,427

  
海運事業 
（千円） 

貿易事業 
（千円） 

洋上給油事
業（千円）

その他事業
（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 
 1,437,404  1,339,331  1,154,414  1,027  3,932,178  －  3,932,178

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  －  －  840  840 (840)  －

計  1,437,404  1,339,331  1,154,414  1,867  3,933,018 (840)  3,932,178

営業利益又は営業損失(△)  65,654  △5,799  27,541  1,087  88,484 (72,073)  16,411

  
海運事業 
（千円） 

貿易事業 
（千円） 

洋上給油事
業（千円）

その他事業
（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 
   1,363,249      838,563      938,239      978  3,141,031       －  3,141,031

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
      －       －     －     840       840 (840)    －

計    1,363,249      838,563    938,239       1,818  3,141,871 (840)    3,141,031

営業利益      161,447      65,243       26,035  939     253,666   (69,210)      184,455



 （注）１．事業区分は、主たる業務内容によって区分しております。 

２．各事業の主な内容 

(1）海運事業……超低温冷蔵船運航及び超低温冷蔵船傭船業務、蓄養まぐろ加工運搬業務、船舶貸渡業務 

(2）貿易事業……輸出入貿易業務、冷凍まぐろ輸入代行業務、冷凍まぐろ販売業務 

(3）洋上給油事業……漁船向け燃油給油業務 

(4）その他事業……不動産賃貸業務 



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） 

  

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） 

 （注）国又は地域の区分は、国によっております。 

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（千円） 
パナマ 

（千円） 
台湾 

（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  7,618,598  96,395  －  7,714,994  －  7,714,994

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 37,946  507,596  14,526  560,069 (560,069)  －

計  7,656,544  603,992  14,526  8,275,063 (560,069)  7,714,994

営業利益  159,370  1,253  3,034  163,659 (136,745)  26,914

  
日本 

（千円） 
パナマ 

（千円） 
台湾 

（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     5,399,426       242,896      814     5,643,137       －    5,643,137

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
      52,142      495,491       5,632       553,266

   

 

(553,266)
      －

計     5,451,568       738,388      6,446     6,196,403
   

 

(553,266)
    5,643,137

営業利益又は営業損失（△）       333,192       △2,656      △14,444  316,091    (120,663)       195,427

  
日本 

（千円） 
パナマ 

（千円） 
台湾 

（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  3,835,782  96,395  －  3,932,178  －  3,932,178

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 18,660  257,335  8,964  284,960 (284,960)  －

計  3,854,442  353,731  8,964  4,217,139 (284,960)  3,932,178

営業利益  75,152  5,321  3,870  84,344 (67,933)  16,411

  
日本 

（千円） 
パナマ 

（千円） 
台湾 

（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     3,019,910      120,307       814     3,141,031       －     3,141,031

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
      27,360       256,981       3,472       287,813   (287,813)       －

計     3,047,270       377,288       4,286     3,428,845   (287,813)     3,141,031

営業利益又は営業損失（△）     212,285       36,922       △6,409       242,797    (58,341)       184,455



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） 

  

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） 

  （注）１．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所在する販売先への売上高であります。 

     ２．国又は地域の区分は、国によっております。 

     ３．その他の地域には、シンガポール共和国、ベトナム社会主義共和国、マルタ共和国、オランダ王国などが 

      含まれております。 

  

 該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕

  台湾 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  946,268  757,453  1,703,722

Ⅱ 連結売上高（千円）  7,714,994

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  12.26  9.81  22.08

  台湾 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）       1,034,620      1,196,035      2,230,656

Ⅱ 連結売上高（千円）  5,643,137

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  18.33  21.19  39.52

  台湾 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  337,041  623,010  960,052

Ⅱ 連結売上高（千円）  3,932,178

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  8.57  15.84  24.41

  台湾 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）       499,306       687,494       1,186,800

Ⅱ 連結売上高（千円）  3,141,031

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  15.89  21.89  37.78

（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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