
平成22年3月期 第2四半期決算短信 

平成21年11月9日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 ＮＯＫ株式会社 上場取引所 東 

コード番号 7240 URL http://www.nok.co.jp
代表者 （役職名） 取締役社長 （氏名） 鶴 正登

問合せ先責任者 （役職名） 企画部 部長 （氏名） 富永 利夫 TEL 03-3434-1736
四半期報告書提出予定日 平成21年11月13日 配当支払開始予定日 平成21年12月4日

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 177,317 △32.1 △4,190 ― △6,123 ― △7,581 ―

21年3月期第2四半期 260,953 ― 14,276 ― 15,934 ― 9,726 ―

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 △43.84 ―

21年3月期第2四半期 56.24 ―

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 535,559 249,108 42.8 1,325.06
21年3月期 509,772 246,130 44.4 1,308.90

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  229,123百万円 21年3月期  226,329百万円

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  

（注２）平成22年3月期の配当につきましては、現時点では未定であります。 

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 ― 10.00 ― 5.00 15.00
22年3月期 ― 5.00

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 392,500 △15.9 3,000 △59.7 0 ― △5,100 ― △29.49
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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  
（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。 

(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．平成21年10月19日に公表いたしました連結業績予想のうち、通期について本資料において修正しております。 
２．当資料に記載の業績見通しは、現在入手している情報による判断及び仮定に基づいた見通しであり、リスクや不確実性を含んでいます。実際の業績
は、様々な要素によりこれら業績見通しとは大きく異なる結果となり得ることをご承知おき下さい。実際の業績に影響を与え得る重要な要素には、当社及び
当社グループ会社の事業領域をとりまく経済情勢、市場の動向、対米ドルをはじめとする円の為替レートなどが含まれます。ただし、業績に影響を与え得
る要素はこれらに限定されるものではありません。 
３．期末の配当予想につきましては、依然不透明な経営状況が続くと見込まれるため、引き続き未定とさせていただき、確定次第速やかに公表致します。 

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 173,138,537株 21年3月期  173,138,537株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  222,706株 21年3月期  222,203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 172,916,078株 21年3月期第2四半期 172,925,343株
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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）におけるわが国経済は、昨秋以降の世

界同時不況の渦中にあり、引き続き厳しい状況で推移しました。しかし、政府による景気刺激諸施策により、一部で

持ち直しの動きが見られるようになりました。 

  

自動車業界では、アジアでの販売台数は回復してきているものの、各国の新車購入促進諸施策が終了することに伴

う反動による自動車販売台数の低迷が懸念されます。 

電子機器業界では、日本でのエコポイント制度導入等による薄型テレビの販売増等、短期的に明るい材料もありま

すが、依然として世界的に雇用環境が厳しい状況が続いていることから、個人消費の低迷が懸念されます。 

事務機業界では、企業の設備投資意欲が引き続き低迷すると思われ、複写機等の需要回復の遅れが懸念されます。

このような状況のもと、事業の種類別セグメントの業績は以下のとおりです。 

  

シール事業におきましては、各国の新車購入促進諸施策により、持ち直しの動きがみられ、当期に入り中国・東南

アジアを中心に生産が上向きました。しかし、新車需要はグローバルでの冷え込みが継続しており、全体では前年同

期に対し大幅な減産となり、自動車向けの販売が減少しました。また建設機械についても、世界的な資源開発や新興

国を中心としたインフラ整備の中止・延期により生産台数が低迷し、建設機械向けの販売も減少しました。 

その結果、売上高は962億５千万円（前年同期比32.9%の減収）となりました。営業損失はコスト削減等の効果があ

ったものの、大幅な減収により、35億８千２百万円（前年同期は99億８千５百万円の営業利益）となりました。 

  

フレキシブル基板事業におきましては、携帯電話、デジタルカメラ等の電子機器向けは、世界規模での需要減少の

影響を受け、販売が減少しました。ハードディスクドライブ向け等は、本年前半は生産が急減しましたが、ネットブ

ックパソコンの需要増等を背景に、販売が増加しました。 

その結果、売上高は634億５千３百万円（前年同期比29.7%の減収）となりました。営業利益は、為替変動および価

格下落等の減益要因がありましたが、コスト削減等の効果もあり、10億１千７百万円（前年同期比76.0％の減益）と

なりました。 

  

ロール事業におきましては、景気の悪化に伴う設備投資抑制等の影響を受け、世界的に事務機需要が減少したこと

に加え、在庫調整および高耐久化による補修部品市場の縮小等により、事務機向け販売が減少しました。 

その結果、売上高は129億２千７百万円（前年同期比33.4%の減収）となりました。営業損失はコスト削減等の効果

があったものの、大幅な減収により、15億１千３百万円（前年同期は２億８千万円の営業損失）となりました。 

  

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は1,773億１千７百万円（前年同期比

32.1％の減収）となりました。営業損失は41億９千万円（前年同期は142億７千６百万円の営業利益）、経常損失は

61億２千３百万円（前年同期は159億３千４百万円の経常利益）となり、また四半期純損失は75億８千１百万円（前

年同期は97億２千６百万円の四半期純利益）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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当第２四半期連結会計期間末の総資産は、5,355億５千９百万円となり、前期末比257億８千６百万円の増加となり

ました。これは当社グループの資金需要に備え、長短借入を実施したことにより、現金及び預金が増加したこと、ま

た第２四半期に入り、業績回復による売上債権の増加、さらに株価の回復等が増加の要因となっております。 

負債合計は、2,864億５千１百万円となり、前期末比228億９百万円の増加となりました。この要因は主として、業

績回復による支払債務及び長短借入金の増加によるものです。 

純資産は、2,491億８百万円となり、前期末比29億７千７百万円の増加となりました。これは主として、株式市況

の回復によるその他有価証券評価差額金の増加、及び円安による為替換算調整勘定の増加等によるものです。この結

果、自己資本比率は42.8％となり、前期末比1.6ポイントの減少となりました。 

  

（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」）の残高は、前連結会計年度末に比べ

103億２千５百万円増加し、924億３千３百万円となりました。当第２四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フロ

ーの状況は以下のとおりです。 

  

〔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、113億８千９百万円（前年同期比54.9％の減少）となりました。これは、当第

２四半期連結累計期間の業績の悪化により、税金等調整前当期純損益が減少したことが主な要因です。 

  

〔投資活動によるキャッシュ・フロー〕 

投資活動の結果、使用した資金は、119億２千万円（前年同期比60.6％の減少）となりました。これは、主として

有形固定資産の取得および投資有価証券の取得によるものです。 

  

〔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、94億７千５百万円（前年同期比277.2％の増加）となりました。これは、国内

外の資金需要に備えるため、長期資金の借入を行ったこと等によるものです。 

  

去る平成21年10月19日に公表いたしました通期の連結業績予想につきまして見直しをしております。 

詳細は、本日公表いたしました「平成22年３月期 第２四半期連結累計期間業績予想との差異および通期業績予想

の修正に関するお知らせ」をご参照ください。  

  

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
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 該当事項はありません。 

  

  

１．簡便な会計処理 

四半期連結会計期間末におけるたな卸高の算出に関して、一部の連結子会社は、実地たな卸を省略し前連結会

計年度に係る実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算出しております。 

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、一部の連結子会社は、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。  

  

  

（追加情報） 

・役員退職慰労金制度の廃止 

連結財務諸表提出会社及び一部の連結子会社は、従来、役員の退任時に支給される慰労金の支払いに備える

ため、内規に基づく要支給額を「役員退職慰労引当金」として計上しておりましたが、平成21年５月25日開催

の取締役会において役員退職慰労金制度の廃止を決議致しました。また、平成21年６月開催の各社の定時株主

総会において、当該総会終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金を打ち切り支給することを決議致しま

した。打ち切り支給に関する支払時期は各役員の退任時であるため、未支給額952百万円は固定負債の「その

他」に含めて表示しております。 

  

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：百万円）

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 92,820 82,600

受取手形及び売掛金 105,559 87,863

商品及び製品 17,019 21,432

仕掛品 19,051 13,079

原材料及び貯蔵品 9,621 14,616

その他 13,635 14,610

貸倒引当金 △1,116 △1,084

流動資産合計 256,592 233,118

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 76,376 73,132

機械装置及び運搬具（純額） 78,452 79,487

その他（純額） 35,039 40,819

有形固定資産合計 189,868 193,439

無形固定資産   

のれん 748 1,237

その他 1,384 1,357

無形固定資産合計 2,132 2,594

投資その他の資産   

投資有価証券 50,735 42,692

その他 36,554 38,235

貸倒引当金 △323 △308

投資その他の資産合計 86,966 80,619

固定資産合計 278,967 276,653

資産合計 535,559 509,772
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（単位：百万円）

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 41,121 34,235

短期借入金 65,433 61,890

未払法人税等 1,532 1,282

賞与引当金 7,231 4,726

事業構造改善引当金 3,729 1,959

その他 31,520 34,206

流動負債合計 150,569 138,300

固定負債   

長期借入金 85,613 75,184

退職給付引当金 46,272 46,340

その他の引当金 163 1,504

その他 3,832 2,311

固定負債合計 135,881 125,340

負債合計 286,451 263,641

純資産の部   

株主資本   

資本金 23,335 23,335

資本剰余金 22,450 22,450

利益剰余金 184,416 192,861

自己株式 △242 △241

株主資本合計 229,960 238,406

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 13,222 9,580

為替換算調整勘定 △14,058 △21,656

評価・換算差額等合計 △836 △12,076

少数株主持分 19,985 19,801

純資産合計 249,108 246,130

負債純資産合計 535,559 509,772
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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：百万円）

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 260,953 177,317

売上原価 212,281 155,191

売上総利益 48,672 22,125

販売費及び一般管理費   

給料 8,474 7,490

賞与引当金繰入額 2,148 1,685

退職給付費用 968 1,216

その他 22,803 15,924

販売費及び一般管理費合計 34,395 26,316

営業利益又は営業損失（△） 14,276 △4,190

営業外収益   

受取配当金 － 269

持分法による投資利益 2,321 －

固定資産賃貸料 － 451

その他 2,034 882

営業外収益合計 4,355 1,603

営業外費用   

支払利息 1,283 1,872

持分法による投資損失 － 574

為替差損 1,016 818

その他 398 270

営業外費用合計 2,697 3,536

経常利益又は経常損失（△） 15,934 △6,123

特別利益   

固定資産売却益 － 57

投資有価証券売却益 96 －

退職給付引当金戻入額 104 －

その他 146 41

特別利益合計 347 99

特別損失   

固定資産除却損 548 415

投資有価証券評価損 571 －

事業構造改善引当金繰入額 － 1,859

その他 297 70

特別損失合計 1,418 2,345

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（△）

14,864 △8,369

法人税等 3,973 △1,342

少数株主利益 1,164 554

四半期純利益又は四半期純損失（△） 9,726 △7,581
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

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 128,584 99,347

売上原価 105,796 84,898

売上総利益 22,788 14,449

販売費及び一般管理費   

給料 4,121 3,669

賞与引当金繰入額 1,071 881

退職給付費用 487 623

その他 11,734 8,229

販売費及び一般管理費合計 17,414 13,402

営業利益 5,374 1,046

営業外収益   

受取配当金 － 31

持分法による投資利益 1,050 －

固定資産賃貸料 － 229

その他 885 436

営業外収益合計 1,936 697

営業外費用   

支払利息 658 961

持分法による投資損失 － 144

為替差損 680 1,397

その他 309 179

営業外費用合計 1,648 2,682

経常利益又は経常損失（△） 5,662 △938

特別利益   

投資有価証券売却益 41 －

その他 53 21

特別利益合計 95 21

特別損失   

固定資産除却損 387 253

投資有価証券評価損 528 －

事業構造改善引当金繰入額 － 1,859

その他 218 43

特別損失合計 1,134 2,155

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（△）

4,623 △3,072

法人税等 1,629 △893

少数株主利益 526 539

四半期純利益又は四半期純損失（△） 2,467 △2,718
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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（△）

14,864 △8,369

減価償却費 18,837 17,935

賞与引当金の増減額（△は減少） 958 2,503

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,147 △244

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） － △1,340

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） － 1,770

受取利息及び受取配当金 △961 △493

支払利息 1,283 1,872

為替差損益（△は益） △313 195

持分法による投資損益（△は益） △2,321 574

のれん償却額 802 548

固定資産除売却損益（△は益） 487 395

投資有価証券評価損益（△は益） 571 －

売上債権の増減額（△は増加） 4,162 △14,460

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,677 4,594

仕入債務の増減額（△は減少） △2,750 4,511

割引手形の増減額（△は減少） △392 △326

その他 △207 663

小計 31,193 10,328

利息及び配当金の受取額 1,866 588

利息の支払額 △1,347 △1,866

法人税等の支払額 △6,487 △1,317

法人税等の還付額 － 3,656

営業活動によるキャッシュ・フロー 25,225 11,389

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） △182 115

投資有価証券の取得による支出 － △1,691

投資有価証券の売却及び償還による収入 754 －

子会社株式の取得による支出 － △159

関係会社出資金の払込による支出 － △274

有形固定資産の取得による支出 △31,247 △10,105

有形固定資産の売却による収入 519 323

その他 △93 △128

投資活動によるキャッシュ・フロー △30,249 △11,920
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（単位：百万円）

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   

短期借入金の純増減額（△は減少） △852 △4,313

長期借入れによる収入 10,945 21,006

長期借入金の返済による支出 △4,535 △4,623

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △140 △560

配当金の支払額 △1,729 △865

少数株主への配当金の支払額 △1,160 △1,167

その他 △15 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,512 9,475

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,122 1,382

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,633 10,325

現金及び現金同等物の期首残高 38,779 82,107

現金及び現金同等物の四半期末残高 33,145 92,433
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 該当事項はありません。 

（４）継続企業の前提に関する注記

NOK㈱ (7240)　平成22年３月期　第２四半期決算短信

- 12 -



  

 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） 

  

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
シール事業 
（百万円） 

フレキシブ
ル基板事業 
（百万円） 

ロール事業
（百万円） 

その他事業
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は
全社 

（百万円）

連結
（百万円）

売上高                                          

(1）外部顧客に対する売上高  70,796  44,289  9,702  3,796  128,584  －  128,584

(2）
セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 1,124  558  －  452  2,135 (2,135)  －

     計  71,920  44,847  9,702  4,249  130,720 (2,135)  128,584

営業利益又は営業損失（△）  3,604  1,609  △1  152  5,364 10  5,374

  
シール事業 
（百万円） 

フレキシブ
ル基板事業 
（百万円） 

ロール事業
（百万円） 

その他事業
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は
全社 

（百万円）

連結
（百万円）

売上高                                          

(1）外部顧客に対する売上高 53,551 36,489 6,800 2,506 99,347  － 99,347 

(2）
セグメント間の内部売上

高又は振替高 
1,410 597  － 196 2,203 (2,203)  －

     計 54,961 37,086 6,800 2,702 101,551 (2,203) 99,347 

営業利益又は営業損失（△） 5 1,664 △632 14 1,053 △6 1,046 

  
シール事業 
（百万円） 

フレキシブ
ル基板事業 
（百万円） 

ロール事業
（百万円） 

その他事業
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は
全社 

（百万円）

連結
（百万円）

売上高                                          

(1）外部顧客に対する売上高  143,340  90,242  19,419  7,950  260,953  －  260,953

(2）
セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 2,234  922  －  774  3,931 (3,931)  －

     計  145,574  91,165  19,419  8,724  264,885 (3,931)  260,953

営業利益又は営業損失（△）  9,985  4,237  △280  325  14,268  7  14,276

  
シール事業 
（百万円） 

フレキシブ
ル基板事業 
（百万円） 

ロール事業
（百万円） 

その他事業
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は
全社 

（百万円）

連結
（百万円）

売上高                                          

(1）外部顧客に対する売上高 96,250 63,453 12,927 4,685 177,317  － 177,317 

(2）
セグメント間の内部売上

高又は振替高 
2,192 883  － 463 3,538 (3,538)  －

     計 98,443 64,337 12,927 5,148 180,855 (3,538) 177,317 

営業利益又は営業損失（△） △3,582 1,017 △1,513 △107 △4,186 △4 △4,190 
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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〕

  
日本 

（百万円） 
アジア

（百万円） 

その他の
地域 

（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は 
全社 

（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高                                    

(1）外部顧客に対する売上高  81,998  42,675  3,910  128,584  －  128,584

(2）
セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 14,442  8,330  259  23,031 (23,031)  －

     計  96,441  51,005  4,169  151,616 (23,031)  128,584

営業利益又は営業損失（△）  3,441  2,061  △17  5,485 △111  5,374

  
日本 

（百万円） 
アジア

（百万円） 

その他の
地域 

（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は 
全社 

（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高                                    

(1）外部顧客に対する売上高 59,727 37,832 1,787 99,347  － 99,347 

(2）
セグメント間の内部売上

高又は振替高 
13,617 7,887 103 21,608 (21,608)  －

     計 73,344 45,720 1,891 120,955 (21,608) 99,347 

営業利益又は営業損失（△） △683 2,106 △243 1,179 △132 1,046 

  
日本 

（百万円） 
アジア

（百万円） 

その他の
地域 

（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は 
全社 

（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高                                    

(1）外部顧客に対する売上高  164,727  88,300  7,925  260,953  －  260,953

(2）
セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 26,343  16,298  535  43,178 (43,178)  －

     計  191,071  104,599  8,461  304,131 (43,178)  260,953

営業利益  8,597  5,538  39  14,175  101  14,276

  
日本 

（百万円） 
アジア

（百万円） 

その他の
地域 

（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は 
全社 

（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高                                    

(1）外部顧客に対する売上高 110,826 63,153 3,337 177,317  － 177,317 

(2）
セグメント間の内部売上

高又は振替高 
24,295 12,535 187 37,018 (37,018)  －

     計 135,122 75,688 3,524 214,335 (37,018) 177,317 

営業利益又は営業損失（△） △3,958 439 △528 △4,047 △143 △4,190 
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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） 

   

  

 該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  48,266  7,200  55,466

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  128,584

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 37.5  5.6  43.1

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  37,836  1,787  39,623

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  99,347

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 38.1  1.8  39.9

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  98,723  14,512  113,235

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  260,953

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 37.8  5.6  43.4

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  63,160  3,336  66,496

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  177,317

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 35.6  1.9  37.5

（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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