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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 14,185 △36.2 △1,250 ― △1,285 ― △3,436 ―

21年3月期第2四半期 22,233 ― 154 ― 94 ― △152 ―

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 △179.46 ―

21年3月期第2四半期 △7.98 ―

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 37,931 12,170 31.7 628.55
21年3月期 40,421 14,742 36.1 762.39

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  12,034百万円 21年3月期  14,597百万円

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  

※ 22年3月期の期末および年間の配当金額は未定であります。 

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 ― 8.00 ― ― 8.00
22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― ― ―

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 30,300 △22.3 △1,120 ― △1,150 ― △3,320 ― △173.09
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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  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 

本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、現時点で入手可能な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。 

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 19,180,984株 21年3月期  19,180,984株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  34,266株 21年3月期  34,235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 19,146,716株 21年3月期第2四半期 19,155,643株
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当第２四半期連結累計期間における世界経済は、中国を中心とした新興国市場で回復に向けた動きが見られるも

のの、欧米では景気は依然として深刻な状況で推移いたしました。 

わが国経済におきましても、輸出や生産が持ち直しているものの、設備投資の抑制傾向は続いており、雇用情勢

も悪化するなど、引き続き厳しい状況で推移いたしました。 

このような状況のもと、当社グループが関連する業界におきましては、一部に景気底入れの兆しが見られるもの

の、引き続き設備投資の抑制や生産調整などがあり、売上は大幅に減少いたしました。この結果、当第２四半期連

結累計期間の売上高は141億85百万円（前年同期比36.2％減）となりました。 

損益面につきましては、固定費の削減を中心とした原価低減に取り組み一定の効果は見ましたが、売上の大幅な

減少、棚卸資産の廃棄及び評価損の計上並びに円高による為替差損131百万円の発生などにより、営業損失は12億

50百万円（前年同期は１億54百万円の営業利益）、経常損失は12億85百万円（前年同期は94百万円の経常利益）と

なりました。純損益につきましては、経営環境の著しい悪化により収益性の低下している固定資産の減損処理を行

い、21億27百万円の減損損失を計上したことにより、四半期純損失は34億36百万円（前年同期は１億52百万円の四

半期純損失）となりました。 

各部門別の概況は、次のとおりであります。 

   

〔圧力計部門〕 

圧力計部門では、輸出の低迷及び設備投資の抑制並びに在庫調整を伴う減産により、産業機械業界向、半導体業

界向及び空圧機器業界向の売上が減少いたしました。 

この結果、当部門の売上高は80億18百万円（前年同期比30.5％減）となりました。 
  
〔圧力センサ部門〕 

圧力センサ部門では、圧力計部門と同様に産業機械業界向、半導体業界向の売上が大幅に減少し、さらに、建設

機械用圧力センサ及び車載用圧力センサの売上も大幅な減少となりました。 

この結果、当部門の売上高は30億33百万円（前年同期比44.1％減）となりました。 
  
〔計測制御機器部門〕 

計測制御機器部門では、空気圧機器及び自動車・電子部品関連業界向のエアリークテスターの売上が大幅に減少

いたしました。 

この結果、当部門の売上高は15億44百万円（前年同期比46.2％減）となりました。 
  
〔その他部門〕 

その他部門では、自動車業界向のダイカスト製品の売上が大幅に減少いたしました。 

この結果、当部門の売上高は15億88百万円（前年同期比33.8％減）となりました。 

  

 所在地別セグメントの概要は、次のとおりであります。 
  
〔日本〕 

日本では、主要関連業界の設備投資の抑制や生産調整などの影響を受け、需要が大きく減少したことにより、圧

力計、圧力センサ共に売上が大幅に減少し、売上高は89億12百万円（前年同期比39.5％減）となりました。損益面

におきましては、売上の大幅な減少の影響により、営業損失は９億35百万円（前年同期は36百万円の営業利益）と

なりました。 
  
〔北米〕 

北米では、世界的な需要環境の悪化による主要需要業界の不振により、圧力計、圧力センサ共に売上が大幅に減

少しました。また、前年同期に対して10％弱の円高となったことにより、売上高は39億83百万円（前年同期比

30.8％減）となりました。損益面におきましては、売上の大幅な減少の影響により、営業損失は２億82百万円（前

年同期は72百万円の営業利益）となりました。 
  
〔欧州〕 

欧州では、世界的な需要環境の悪化による主要需要業界の不振により、圧力計の売上が大幅に減少し、売上高は

４億89百万円（前年同期比39.7％減）となりました。損益面におきましては、売上の大幅な減少の影響により、営

業損失は35百万円（前年同期は60百万円の営業利益）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
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〔アジア〕  

アジアでは、中国の在外子会社における事業の伸長により、圧力計の売上が増加し、売上高は４億39百万円（前

年同期比3.6％増）となりました。損益面におきましては、売上の大幅な増加の影響により、営業利益は２百万円

（前年同期は34百万円の営業損失）となりました。 
  

〔その他〕 

 その他では、売上高は３億59百万円（前年同期比30.4％減）、営業損失は27百万円（前年同期は13百万円の営業

損失）となりました。  

  

当第２四半期末の総資産は379億31百万円となり、前連結会計年度末に比べ24億90百万円減少いたしました。

主な要因は、減損損失計上による固定資産の減少によるものであります。 

負債は257億60百万円となり、前連結会計年度末に比べ81百万円増加いたしました。主な要因は、長期借入金

の増加によるものであります。 

また、純資産は121億70百万円となりました。この結果、自己資本比率は前連結会計年度末比4.4ポイント減の

31.7％となりました。 

   

キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、38億12百万円となり、前連結会計

年度末に比べ９億13百万円の増加となりました。 

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、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７億80百万円となりました。 

収入の主な内訳は、減価償却費９億２百万円、減損損失21億27百万円、売上債権の減少額３億10百万円及び

たな卸資産の減少額８億81百万円であり、支出の主な内訳は、税金等調整前四半期純損失33億58百万円であり

ます。  

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果得られた資金は１億95百万円となりました。 

 これは主に、定期預金の払戻による収入（純額）２億４百万円、投資有価証券の売却による収入（純額）１

億50百万円、貸付金の回収による収入（純額）41百万円と生産設備等の有形固定資産の取得による支出２億23

百万円があったことなど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76百万円となりました。 

これは主に、長期借入金の増加による収入(純額)が11億21百万円と、短期借入金の返済による支出(純額)10

億33百万円があったことなどによるものであります。 

  

  

平成22年３月期の連結業績予想につきましては、平成21年８月10日に公表いたしました業績予想から修正して

おります。詳細につきましては、平成21年11月９日公表の「減損処理に伴う特別損失の計上及び第２四半期累計

期間業績予想と実績値との差異並びに通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

  

 該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。  

  

 記載すべき事項はありません。  

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 4,819,880 4,103,341

受取手形及び売掛金 6,261,778 6,445,639

有価証券 206,556 36,737

商品及び製品 3,535,553 3,874,052

仕掛品 2,401,995 2,514,949

原材料及び貯蔵品 1,275,134 1,488,804

繰延税金資産 431,538 433,601

その他 881,095 1,013,706

貸倒引当金 △195,319 △168,252

流動資産合計 19,618,213 19,742,580

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 9,371,530 9,716,840

減価償却累計額 △6,831,175 △6,716,335

建物及び構築物（純額） 2,540,355 3,000,505

機械装置及び運搬具 17,284,036 17,729,031

減価償却累計額 △13,771,510 △13,169,988

機械装置及び運搬具（純額） 3,512,525 4,559,043

土地 3,995,377 4,375,446

リース資産 131,418 91,207

減価償却累計額 △11,764 △4,814

リース資産（純額） 119,654 86,392

建設仮勘定 470,662 854,024

その他 4,268,581 4,272,066

減価償却累計額 △3,991,358 △3,922,692

その他（純額） 277,223 349,373

有形固定資産合計 10,915,797 13,224,785

無形固定資産   

のれん 581,102 660,878

リース資産 3,611 4,020

その他 1,506,449 1,552,522

無形固定資産合計 2,091,163 2,217,421

投資その他の資産   

投資有価証券 4,169,897 3,977,525

繰延税金資産 126,620 267,449

その他 1,011,945 995,266

貸倒引当金 △2,618 △3,049

投資その他の資産合計 5,305,844 5,237,192
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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) 

固定資産合計 18,312,805 20,679,399

資産合計 37,931,019 40,421,979

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,212,553 2,297,319

短期借入金 4,848,525 5,878,413

1年内償還予定の社債 100,000 110,000

1年内返済予定の長期借入金 6,647,335 6,239,277

リース債務 35,256 29,339

未払法人税等 248,394 240,492

繰延税金負債 31,779 30,329

賞与引当金 299,758 561,133

役員賞与引当金 3,000 3,000

その他 1,183,988 1,181,616

流動負債合計 15,610,591 16,570,921

固定負債   

長期借入金 6,318,602 5,478,319

リース債務 109,576 85,458

繰延税金負債 998,389 902,985

退職給付引当金 2,172,803 2,137,709

役員退職慰労引当金 232,192 225,731

その他 318,494 278,295

固定負債合計 10,150,059 9,108,499

負債合計 25,760,650 25,679,421

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,880,313 3,880,313

資本剰余金 3,978,842 3,978,897

利益剰余金 3,947,068 7,538,230

自己株式 △44,594 △44,619

株主資本合計 11,761,629 15,352,821

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 753,359 342,576

為替換算調整勘定 △480,382 △1,098,176

評価・換算差額等合計 272,976 △755,600

少数株主持分 135,763 145,337

純資産合計 12,170,369 14,742,558

負債純資産合計 37,931,019 40,421,979
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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 22,233,130 14,185,026

売上原価 17,111,379 11,616,826

売上総利益 5,121,750 2,568,199

販売費及び一般管理費 4,967,137 3,818,683

営業利益又は営業損失（△） 154,613 △1,250,483

営業外収益   

受取利息 26,888 15,578

受取配当金 49,840 45,106

為替差益 41,318 －

持分法による投資利益 44,283 9,983

雇用調整助成金 － 152,937

その他 103,584 80,841

営業外収益合計 265,915 304,447

営業外費用   

支払利息 188,080 121,053

為替差損 － 131,960

その他 138,139 86,145

営業外費用合計 326,220 339,158

経常利益又は経常損失（△） 94,308 △1,285,195

特別利益   

固定資産売却益 3,465 3,813

投資有価証券売却益 － 33,430

投資事業組合運用益 1,377 1,089

賞与引当金戻入額 36,105 28,467

その他 9,590 13,960

特別利益合計 50,538 80,760

特別損失   

固定資産売却損 68 8,579

固定資産除却損 10,694 2,155

投資有価証券評価損 2,262 14,728

投資事業組合出資損失 2,478 1,150

減損損失 － 2,127,701

その他 7,230 －

特別損失合計 22,735 2,154,315

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（△）

122,111 △3,358,750

法人税、住民税及び事業税 252,125 71,500

法人税等調整額 24,188 17,354

法人税等合計 276,313 88,854

少数株主損失（△） △1,411 △11,533

四半期純損失（△） △152,790 △3,436,072
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（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 11,811,750 7,359,000

売上原価 9,022,816 5,933,096

売上総利益 2,788,933 1,425,903

販売費及び一般管理費 2,534,776 1,805,322

営業利益又は営業損失（△） 254,156 △379,419

営業外収益   

受取利息 12,555 8,957

受取配当金 4,569 1,804

持分法による投資利益 26,505 3,914

雇用調整助成金 － 69,541

その他 77,140 36,358

営業外収益合計 120,771 120,577

営業外費用   

支払利息 96,212 59,086

為替差損 74,333 113,491

その他 65,463 43,678

営業外費用合計 236,008 216,256

経常利益又は経常損失（△） 138,919 △475,097

特別利益   

固定資産売却益 3,454 3,640

投資有価証券売却益 － 33,394

投資事業組合運用益 491 1,089

賞与引当金戻入額 36,105 2,190

その他 6,870 6,586

特別利益合計 46,922 46,900

特別損失   

固定資産売却損 － 8,579

固定資産除却損 4,633 1,545

投資有価証券評価損 2,262 14,728

投資事業組合出資損失 2,478 1,150

減損損失 － 2,127,701

その他 1,576 －

特別損失合計 10,950 2,153,705

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（△）

174,891 △2,581,903

法人税、住民税及び事業税 83,963 64,689

法人税等調整額 85,021 16,421

法人税等合計 168,985 81,110

少数株主利益 3,228 7,780

四半期純利益又は四半期純損失（△） 2,678 △2,670,794
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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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

122,111 △3,358,750

減価償却費 1,010,499 902,607

減損損失 － 2,127,701

貸倒引当金の増減額（△は減少） 30,170 21,949

賞与引当金の増減額（△は減少） 34,307 △274,621

退職給付引当金の増減額（△は減少） 37,767 15,920

受取利息及び受取配当金 △76,729 △60,684

支払利息 188,080 121,053

手形売却損 53,428 23,206

為替差損益（△は益） △26,974 150,932

持分法による投資損益（△は益） △44,283 △9,983

投資有価証券評価損益（△は益） 2,262 14,728

投資事業組合出資損益（△は益） 2,478 1,150

売上債権の増減額（△は増加） 1,429,970 310,083

たな卸資産の増減額（△は増加） △696,754 881,924

仕入債務の増減額（△は減少） △716,812 △143,080

未払消費税等の増減額（△は減少） △124,723 71,115

その他 57,680 44,534

小計 1,282,481 839,787

利息及び配当金の受取額 76,079 104,786

支払利息及び手形売却損 △243,679 △142,492

法人税等の支払額 △278,316 △21,205

営業活動によるキャッシュ・フロー 836,565 780,876

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 △337,526 △255,333

定期預金の払戻による収入 320,720 459,560

有形固定資産の取得による支出 △531,094 △223,469

投資有価証券の取得による支出 △381,337 △13,622

投資有価証券の売却による収入 － 164,066

貸付けによる支出 △323,866 △96,000

貸付金の回収による収入 － 137,919

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△2,549,281 －

その他 2,742 22,034

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,799,642 195,156
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（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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 13,750,330 8,681,929

短期借入金の返済による支出 △13,207,270 △9,715,869

長期借入れによる収入 4,024,114 1,557,120

長期借入金の返済による支出 △1,021,818 △435,271

社債の償還による支出 △10,000 △10,000

配当金の支払額 △327,095 △509

少数株主への配当金の支払額 △635 △575

その他 △10,361 △30

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,197,263 76,793

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,605 △140,722

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 228,580 912,103

現金及び現金同等物の期首残高 2,946,487 2,899,216

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 1,225

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,175,068 3,812,545
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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）及び前第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） 

 精密機器事業の売上高及び営業利益の金額は、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

割合がいずれも90％超であるため、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。 

  

 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）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） 

 精密機器事業の売上高及び営業利益の金額は、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

割合がいずれも90％超であるため、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） 

 （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 

       北米：アメリカ合衆国  欧州：ドイツ  アジア：シンガポール 

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．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 

       北米：アメリカ合衆国  欧州：ドイツ  アジア：シンガポール 

  

（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） 

欧州 

（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 
 7,702,625  3,172,534  445,363  194,943  296,283  11,811,750  －  11,811,750

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 176,391  177,196  67,234  1,489  427,110  849,422  △849,422  －

計  7,879,016  3,349,730  512,598  196,433  723,393  12,661,172  △849,422  11,811,750

 営業利益又は営

業損失（△） 
 194,633  40,006  33,854  △20,067  △8,151  240,275  13,881  254,156

  
日本 

（千円） 

北米 

（千円） 

欧州 

（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 
 4,727,027  1,941,361  254,344  262,328  173,938  7,359,000  －  7,359,000

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 153,466  156,508  60,615  15,949  229,408  615,948  △615,948  －

計  4,880,493  2,097,869  314,959  278,278  403,347  7,974,948  △615,948  7,359,000

 営業利益又は営

業損失（△） 
 △286,980  △81,694  △9,295  5,995  △20,979  △392,954  13,535  △379,419
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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） 

 （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 

       北米：アメリカ合衆国  欧州：ドイツ  アジア：シンガポール 

    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） 

      「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」３．(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。  

  

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．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

    北米：アメリカ合衆国  欧州：ドイツ  アジア：シンガポール 

  

  
日本 

（千円） 

北米 

（千円） 

欧州 

（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 
 14,720,039  5,760,733  811,527  423,953  516,875  22,233,130  －  22,233,130

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 349,756  363,708  101,099  1,489  794,106  1,610,159  △1,610,159  －

計  15,069,795  6,124,441  912,626  425,443  1,310,982  23,843,289  △1,610,159  22,233,130

 営業利益又は営

業損失（△） 
 36,347  72,102  60,861  △34,819  △13,013  121,478  33,135  154,613

  
日本 

（千円） 

北米 

（千円） 

欧州 

（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 
 8,912,850  3,983,787  489,261  439,376  359,749  14,185,026  －  14,185,026

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 278,094  342,829  88,905  40,900  442,862  1,193,592  △1,193,592  －

計  9,190,945  4,326,616  578,166  480,277  802,611  15,378,618  △1,193,592  14,185,026

 営業利益又は営

業損失（△） 
 △935,602  △282,428  △35,130  2,698  △27,299  △1,277,762  27,278  △1,250,483
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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） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する主な地域の内訳は、次のとおりであります。 

北米……… アメリカ合衆国  アジア ………中国、台湾、韓国  欧州 ……… ドイツ   

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。 

  

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．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する主な地域の内訳は、次のとおりであります。 

北米……… アメリカ合衆国  アジア ………中国、台湾、韓国  欧州 ……… ドイツ   

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。 

  

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） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する主な地域の内訳は、次のとおりであります。 

北米……… アメリカ合衆国  アジア ………中国、台湾、韓国  欧州 ……… ドイツ   

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。 

  

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．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する主な地域の内訳は、次のとおりであります。 

北米……… アメリカ合衆国  アジア ………中国、台湾、韓国  欧州 ……… ドイツ   

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 欧州 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  3,218,851  1,184,094  724,319  348,300  5,475,566

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  －  11,811,750

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 27.3  10.0  6.1  3.0  46.4

  北米 アジア 欧州 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,759,663  1,002,312  373,547  361,543  3,497,067

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  －  7,359,000

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 23.9  13.6  5.1  4.9  47.5

  北米 アジア 欧州 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  5,887,179  2,138,177  1,354,695  792,767  10,172,820

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  －  22,233,130

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 26.5  9.6  6.1  3.6  45.8

  北米 アジア 欧州 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  3,812,564  1,629,021  723,069  634,231  6,798,886

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  －  14,185,026

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 26.9  11.5  5.1  4.4  47.9

（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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