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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 10,919 △17.5 △431 ― △588 ― △347 ―
21年3月期第2四半期 13,242 ― 551 ― 599 ― 314 ―

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 △5,211.48 ―
21年3月期第2四半期 4,515.22 ―

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 22,862 6,577 28.7 98,468.08
21年3月期 24,103 7,039 29.2 105,533.60

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  6,559百万円 21年3月期  7,029百万円

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 ― 700.00 ― 700.00 1,400.00
22年3月期 ― 700.00
22年3月期 

（予想）
― 700.00 1,400.00

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 26,105 7.0 201 537.4 67 ― 39 ― 585.49



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の見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につい
ては、５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覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 有

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 69,600株 21年3月期  69,600株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  2,989株 21年3月期  2,989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 66,611株 21年3月期第2四半期 69,600株



 当第２四半期連結累計期間における世界経済は、各国で打ち出されてきた金融・経済政策の効果によって、景気の

底入れ状態から底打ち状態への変化を伝える動きが見られるものの、中国等の一部新興国を除いては、雇用や個人消

費面での回復の兆しは希薄で実感が乏しく、引き続き予断を許さない状況が続いております。 

 このような状況の中、当社グループは“転換する”をスローガンに掲げ、お客様のオンデマンド・ビジネスをサポ

ートするための施策を積極的に展開いたしました。 

 具体的施策としましては、平成21年５月にIP市場向けに発売した、新開発のヘッド送り機構による高画質化とLED-

UV方式による省電力化等を実現させたJFX-1631に代表されるように、製品の価値を明確に訴求するとともに、時流の

変化に対応できる的確な提案営業を目指した販売活動に努めました。 

 その結果、当第２四半期連結累計期間における各科目別の経営成績及びその分析は次のとおりであります。  

（１）売上高 

 売上高においては、前年同期比で、対米ドル、対ユーロともに顕著な円高となった為替変動の影響を大きく受けま

した。そのような中でも、主力製品のJV33シリーズ等を中心に、高画質・エントリーモデルの製品本体は不況下の売

上を下支えしましたが、高速機種等の高価格帯製品本体やインク等消耗品は引き続き伸び悩みました。その結果、売

上高は109億19百万円（前年同期比17.5％減）となりました。 

（２）売上原価、販売費及び一般管理費、営業利益 

 売上総利益率については、前述の前年同期比での大幅な為替変動の影響による悪化要因があったものの、海外子会

社在庫に含まれる未実現利益が減少したこと等により41.6％（同3.4ポイント悪化）に止まりました。また、販売費

及び一般管理費は、研究開発費、人件費、支払手数料等が減少し、49億76百万円（同7.9％減）となりましたが、売

上総利益の減少に伴い、営業損失は４億31百万円（前年同期は営業利益５億51百万円）となりました。 

（３）営業外損益、経常利益 

 為替差損益は、前年同期に計上されていた差益が差損に転じたこと等から、営業外収益は24百万円（同79.7％

減）、営業外費用は１億81百万円（同141.7％増）となりました。その結果、経常損失は５億88百万円（前年同期は

経常利益５億99百万円）となりました。 

（４）特別損益、四半期純利益 

 特別利益は、固定資産売却益の増加により15百万円（同67.4％増）、特別損失は、前年同期において計上した過年

度製品保証引当金繰入がなかったものの、投資有価証券評価損の発生等により66百万円（同18.3％増）となりまし

た。その結果、四半期純損失は３億47百万円（前年同期は四半期純利益３億14百万円）となりました。 

  

 当社グループはコンピュータ周辺機器事業の単一セグメントであります。当第２四半期連結累計期間における機種

群別の売上は次のとおりであります。 

 ［機種群別売上高］ 

 ［品目別売上高］ 

  

（SG市場向け） 

 既存製品を中心に拡販に努め、JV33シリーズ等の高画質・エントリーモデルの製品本体は底堅く推移いたしました

が、高速・高価格の上位機種本体、カッティングプロッタ本体やインク等消耗品の売上については低調に推移いたし

ました。その結果、売上高は79億20百万円（前年同期比19.6％減）となりました。 

（IP市場向け） 

 既存製品に、平成21年５月に発売を開始した大型フラットベッドLED-UV方式インクジェットプリンタJFX-1631を加

えた製品ラインナップによって拡販に努めましたが、引き続き高価格帯製品の売上が伸び悩んだこと等により、イン

クジェットプリンタ、カッティングプロッタともに低調に推移いたしました。その結果、売上高は16億39百万円（同

12.8％減）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

  売上高（百万円） 構成比率（％） 対前年同期増減率（％） 

Ｓ Ｇ 市 場 向 け  7,920  72.5  △19.6

Ｉ Ｐ 市 場 向 け  1,639  15.0  △12.8

Ｔ Ａ 市 場 向 け  463  4.3  △19.4

そ の 他  896  8.2  △4.8

合 計  10,919  100.0  △17.5

  売上高（百万円） 構成比率（％） 対前年同期増減率（％） 

製 品 本 体  5,049  46.3  △22.1

イ ン ク  4,182  38.3  △15.2

そ の 他  1,686  15.4  △7.6

合 計  10,919  100.0  △17.5



（TA市場向け） 

 平成21年２月に新製品３機種の発売を開始して拡販に努めたものの、既存製品の落ち込みが大きかったため、製品

本体の売上が伸び悩み、全体でも伸び悩みました。その結果、売上高は４億63百万円（同19.4％減）となりました。

  

 また、当第２四半期連結累計期間における所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。 

（日本地域） 

 全国10ヶ所の営業拠点を中心に大小展示会への出展やミニ展の開催等、積極的な販売促進活動を行いました。国内

向けの売上では、SG市場向けの製品本体において落ち込みが見られたものの、その他では前年同期並みの売上を確保

することができました。また、アジア・パシフィック向けの売上では、SG市場向けにおいて製品本体、インク等消耗

品を中心に総じて落ち込みました。その結果、外部顧客に対する売上高は55億48百万円（前年同期比12.5％減）、営

業損失は６億60百万円（前年同期は営業利益２億25百万円）となりました。  

（北米地域） 

 販売子会社MIMAKI USA,INC.において、当社グループ製品を販売するディーラーと協調して展示会を開催する等、

積極的に販売促進活動を行い、保守サービス面の強化にも注力いたしました。しかしながら、アメリカ経済低迷の影

響を受けて引き続き売上が伸び悩んだことに加え、前年同期比で円高となったことによる為替変動の影響により落ち

込みました。その結果、売上高は16億92百万円（前年同期比22.1％減）、営業損失は20百万円（前年同期は営業利益

１億８百万円）となりました。 

（欧州地域） 

 地域内の各国への販売を統括する子会社MIMAKI EUROPE B.V.と、ドイツにおける販売子会社Mimaki-nbn GmbHにお

いて展示会出展等の積極的な営業活動を行いました。しかしながら、CJV30シリーズ等を中心にSG市場向けの主力製

品の売上は着実に確保したものの、前年同期比での著しい円高ユーロ安による為替変動が大きく影響し、売上が伸び

悩みました。その結果、売上高は36億64百万円（前年同期比22.3％減）、営業損失は78百万円（前年同期は営業利益

３億円）となりました。 

（アジア地域） 

 台湾御牧股份有限公司にて部品調達及びインクの組立に加え、IP及びTA市場向けの製品販売等を開始し、部品調達

等コストの低減や製品本体の拡販に注力いたしました。また、中国の御牧噴墨打印科技（浙江）有限公司において

は、インクの組立を中心とした生産体制の整備に注力いたしました。その結果、売上高は13百万円（前年同期比

16.1％増）、営業損失は64百万円（前年同期は営業損失37百万円）となりました。なお、平成21年６月に、中国にお

けるIP及びTA市場向けの製品販売等を目的とした上海御牧貿易有限公司を設立し、平成21年９月には、インドにおけ

る当社のディーラーであったMIMAKI KANPHOR INDIA PRIVATE LIMITEDを子会社化いたしました。 

（その他地域） 

 平成21年７月に、ブラジルにおけるIP及びTA市場向けの製品販売等を目的としたMIMAKI BRASIL REPRESENTACOES 

LTDAを設立し、販売体制の構築に着手しており、営業損失は８百万円となりました。 

   

（１）資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

 資産の残高は、前連結会計年度末に比べ、12億40百万円減少し228億62百万円となりました。流動資産の残高は、

商品及び製品の減少等により12億97百万円減少し144億74百万円となりました。固定資産の残高は、減価償却による

減少があったものの、繰延税金資産の増加等により56百万円増加し83億87百万円となりました。 

（負債） 

 負債の残高は、前連結会計年度末に比べ、７億78百万円減少し162億85百万円となりました。流動負債の残高は、

支払手形及び買掛金の減少等により４億74百万円減少し129億53百万円となりました。固定負債の残高は、長期借入

金の減少等により３億４百万円減少し33億31百万円となりました。 

（純資産） 

 純資産の残高は、前連結会計年度末に比べ４億61百万円減少し65億77百万円となりました。これは、利益剰余金が

四半期純損失により減少したこと等によるものであります。 

（２）キャッシュ・フローの状況 

 現金及び現金同等物残高（以下「資金」という。）は、税金等調整前四半期純損失の計上や仕入債務の減少や長期

借入金の返済等に使用されたものの、たな卸資産の減少や減価償却費等により調達されたため、前連結会計年度末に

比べ６億68百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末には、42億18百万円となりました。なお、営業活動、投資活

動、財務活動別の詳細につきましては、次のとおりであります。 

 営業活動の結果獲得した資金は13億１百万円（前年同期比９億83百万円増）となりました。これは、税金等調整前

四半期純損失６億39百万円に加え、仕入債務の減少４億62百万円等があったものの、たな卸資産の減少11億18百万

円、減価償却費６億１百万円等の資金の獲得があったことによるものであります。 

２．連結財政状態に関する定性的情報



 投資活動の結果使用した資金は４億69百万円（同９億38百万円減）となりました。これは、投資有価証券の取得に

よる支出２億59百万円、有形固定資産の取得による支出２億47百万円等によるものであります。  

 財務活動の結果使用した資金は１億37百万円（前年同期は５億４百万円の獲得）となりました。これは、短期借入

金の増加３億円等があったものの、長期借入金の返済による支出５億25百万円等に使用されたことによるものであり

ます。 

   

 通期の業績予想につきましては、第２四半期累計期間における実績及び第３四半期以降の主要な為替レートを１米

ドル＝90円、１ユーロ＝123円と想定して再検討を行い、 近の動向等を総合的に勘案した結果、連結、個別共に平

成21年５月12日に公表した「平成21年３月期決算短信」に記載の業績予想を修正しておりません。 

 また、通期の連結業績予想に関する機種群別の売上見通しの再検討結果は、SG市場向けは176億93百万円（前連結

会計年度比1.3％減）、IP市場向けは44億67百万円（同27.2％増）、TA市場向けは16億15百万円（同42.6％増）であ

ります。 

 なお、業績予想につきましては、当社が現在入手している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って大きく異なる可能性があります。今後の業績予想数値に修正の必要が生じ

た場合には速やかに開示する予定です。 

  

 該当事項はありません。 

  

ａ．簡便な会計処理 

 該当事項はありません。 

ｂ．特有の会計処理 

 該当事項はありません。  

  

ａ．会計基準等の改正に伴う変更 

 該当事項はありません。 

ｂ．ａ．以外の変更 

（表示方法の変更） 

・四半期連結損益計算書関係  

① 前第２四半期連結累計期間において、区分掲記しておりました「保険返戻金」（当第２四半期連結累計

期間1,165千円）は、営業外収益の総額の100分の20以下となったため、営業外収益の「その他」に含めて

表示しております。  

② 前第２四半期連結累計期間において、営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「還付加算

金」は、営業外収益の総額の100分の20を超えたため、当第２四半期連結累計期間では区分掲記することと

しました。なお、前第２四半期連結累計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「還付加算金」は2,263

千円であります。 

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）

（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 4,399,227 3,735,922

受取手形及び売掛金 3,176,996 3,395,753

商品及び製品 4,588,889 5,947,965

仕掛品 249,449 303,132

原材料及び貯蔵品 1,306,257 1,186,977

繰延税金資産 263,618 240,093

その他 543,641 1,038,687

貸倒引当金 △53,286 △76,650

流動資産合計 14,474,792 15,771,881

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,394,148 3,484,675

土地 1,306,536 1,292,470

その他（純額） 1,603,458 1,763,650

有形固定資産合計 6,304,143 6,540,796

無形固定資産   

のれん 192,962 248,094

その他 397,982 503,633

無形固定資産合計 590,944 751,728

投資その他の資産   

繰延税金資産 666,049 378,514

その他 880,813 688,692

貸倒引当金 △53,965 △27,974

投資その他の資産合計 1,492,897 1,039,232

固定資産合計 8,387,985 8,331,757

資産合計 22,862,778 24,103,638

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,588,618 4,054,795

短期借入金 6,100,750 5,800,000

1年内返済予定の長期借入金 927,420 995,606

未払法人税等 17,724 30,907

賞与引当金 253,742 287,833

製品保証引当金 148,986 161,536

その他 1,916,715 2,097,321

流動負債合計 12,953,957 13,427,999

固定負債   

長期借入金 2,521,872 2,778,980

退職給付引当金 264,701 244,029

その他 545,158 613,606

固定負債合計 3,331,731 3,636,615

負債合計 16,285,688 17,064,615



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,015,168 2,015,168

資本剰余金 1,903,168 1,903,168

利益剰余金 3,308,557 3,702,327

自己株式 △199,930 △199,930

株主資本合計 7,026,965 7,420,734

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △6,357 △4,842

為替換算調整勘定 △461,549 △386,193

評価・換算差額等合計 △467,907 △391,036

新株予約権 18,032 9,324

純資産合計 6,577,089 7,039,022

負債純資産合計 22,862,778 24,103,638



（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 13,242,791 10,919,046

売上原価 7,285,427 6,373,763

売上総利益 5,957,363 4,545,282

販売費及び一般管理費 5,405,665 4,976,669

営業利益又は営業損失（△） 551,697 △431,386

営業外収益   

受取利息 13,445 2,223

受取配当金 2,243 2,621

為替差益 54,540 －

保険返戻金 35,853 －

還付加算金 － 8,051

その他 17,194 12,101

営業外収益合計 123,277 24,998

営業外費用   

支払利息 44,333 55,358

売上割引 26,112 23,123

為替差損 － 97,640

その他 4,735 5,576

営業外費用合計 75,181 181,698

経常利益又は経常損失（△） 599,794 △588,087

特別利益   

固定資産売却益 9,137 15,294

特別利益合計 9,137 15,294

特別損失   

固定資産売却損 333 －

固定資産除却損 12,989 13,898

過年度製品保証引当金繰入額 42,747 －

投資有価証券評価損 － 52,446

特別損失合計 56,070 66,344

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（△）

552,861 △639,137

法人税、住民税及び事業税 274,440 24,736

法人税等調整額 △35,837 △316,732

法人税等合計 238,602 △291,995

四半期純利益又は四半期純損失（△） 314,259 △347,142



（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（△）

552,861 △639,137

減価償却費 585,383 601,954

のれん償却額 27,566 55,132

貸倒引当金の増減額（△は減少） △19,829 3,401

製品保証引当金の増減額（△は減少） 175,934 △12,737

賞与引当金の増減額（△は減少） 31,761 △33,951

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △11,127 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,085 20,671

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △142,268 －

受取利息及び受取配当金 △15,688 △4,844

支払利息 44,333 55,358

株式報酬費用 112,890 8,708

為替差損益（△は益） 82,420 81,535

固定資産売却損益（△は益） △8,803 △15,294

固定資産除却損 12,989 13,898

投資有価証券評価損益（△は益） － 52,446

売上債権の増減額（△は増加） 580,922 206,440

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,043,928 1,118,232

仕入債務の増減額（△は減少） △706,641 △462,684

未収消費税等の増減額（△は増加） 367,048 382,530

未払金の増減額（△は減少） △206,777 △7,087

その他 228,281 △206,650

小計 656,412 1,217,922

利息及び配当金の受取額 15,688 4,844

利息の支払額 △36,256 △44,530

法人税等の支払額 △318,212 △59,173

法人税等の還付額 － 182,412

営業活動によるキャッシュ・フロー 317,632 1,301,474

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） △14,400 △170

有形固定資産の取得による支出 △853,700 △247,410

有形固定資産の売却による収入 10,908 29,034

無形固定資産の取得による支出 △246,894 △11,820

投資有価証券の取得による支出 △10,200 △259,506

子会社出資金の取得による支出 △264,463 －

その他 △29,443 20,323

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,408,193 △469,549

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） 900,000 300,750

長期借入れによる収入 － 200,000

長期借入金の返済による支出 △291,077 △525,294

リース債務の返済による支出 △58,090 △66,756

配当金の支払額 △45,937 △46,269

財務活動によるキャッシュ・フロー 504,895 △137,570

現金及び現金同等物に係る換算差額 △36,894 △26,303

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △622,559 668,050

現金及び現金同等物の期首残高 3,362,300 3,550,366

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,739,740 4,218,416



 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）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） 

 当社グループはコンピュータ周辺機器事業の専業メーカーとして、同一セグメントに属するインクジェット

プリンタ及びカッティングプロッタ等の製造、販売を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため該当

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） 

（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．本邦以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

北米・・・・・・・アメリカ 

欧州・・・・・・・オランダ、ドイツ 

アジア・・・・・・台湾、中国 

その他・・・・・・ブラジル  

当第２四半期連結会計期間において、MIMAKI BRASIL REPRESENTACOES LTDAを新たに設立したことに伴い、

「その他」の区分を追加しております。 

３．会計処理の方法の変更 

  前第２四半期連結累計期間 

（棚卸資産の評価に関する会計基準の適用）  

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。 

これにより、当第２四半期連結累計期間の「日本」の営業利益は7,909千円、「北米」の営業利益は

3,009千円、「欧州」の営業利益は1,091千円それぞれ減少しております。 

（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い） 

第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱

い」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用しております。 

これにより、当第２四半期連結累計期間の「欧州」の営業利益は10,420千円増加しております。 

４．追加情報 

  前第２四半期連結累計期間 

第１四半期連結会計期間より、無償補修費用の個別見積額及び過去の実績に基づく負担見積額の合計額

（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） 

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  6,341,163 2,173,152 4,716,472 12,002  13,242,791  ― 13,242,791

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 5,322,995 11,229 896 482,296  5,817,407  △5,817,407 ―

計  11,664,158 2,184,382 4,717,358 494,298  19,060,199  △5,817,407 13,242,791

営業利益又は営業損失（△）  225,784 108,344 300,838 △37,557  597,409  △45,711 551,697

  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 
 5,548,107 1,692,290 3,664,718 13,929 ―  10,919,046  ― 10,919,046

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 2,861,023 40,226 132 397,325 ―  3,298,708 △3,298,708 ―

計  8,409,131 1,732,517 3,664,850 411,255 ―  14,217,754 △3,298,708 10,919,046

営業利益又は営業損失（△）  △660,100 △20,959 △78,089 △64,639 △8,350  △832,139  400,752 △431,386



を製品保証引当金として計上しております。 

これにより、当第２四半期連結累計期間の「日本」の営業利益は10,706千円、「欧州」の営業利益は

1,051千円それぞれ増加しております。 

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） 

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国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）北米・・・・・・・アメリカ、カナダ 

(2）欧州・・・・・・・ドイツ、イタリア、イギリス、ポルトガル、フランス 

(3）アジア・・・・・・中国、韓国、タイ、インド、フィリピン 

(4）その他の地域・・・ブラジル、オーストラリア、南アフリカ、ロシア、メキシコ 

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 欧州 アジア
その他の 
地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円） 2,230,840 4,181,105 837,645  2,071,166 9,320,758

Ⅱ 連結売上高（千円） ― ― ―  ― 13,242,791

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
16.9 31.6 6.3  15.6 70.4

  北米 欧州 アジア
その他の 
地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円） 1,692,290 3,414,954 887,566  1,460,582 7,455,393

Ⅱ 連結売上高（千円） ― ― ―  ― 10,919,046

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
15.5 31.3 8.1  13.4 68.3

（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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