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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 42,033 △16.0 617 227.4 768 216.2 11 ―

21年3月期第2四半期 50,059 ― 188 ― 242 ― △42 ―

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 0.06 ―

21年3月期第2四半期 △0.23 ―

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 72,389 38,741 53.5 204.99
21年3月期 76,284 39,231 51.4 207.57

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  38,741百万円 21年3月期  39,231百万円

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 ― 3.00 3.00
22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 3.00 3.00

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 87,000 △8.4 1,600 231.1 1,700 213.5 500 393.6 2.65

－1－



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 

上記業績予想は、本資料の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。なお、上記の業績予想に関する事項につきましては、６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 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 195,627,147株 21年3月期  195,627,147株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  6,636,866株 21年3月期  6,622,105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 188,997,190株 21年3月期第2四半期 189,062,062株

－2－



（参考） 平成22年3月期の個別業績予想（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） 

 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

 

通期 

百万円 

72,000 

％ 

△7.6 

百万円 

700 

％

―

百万円

1,200

％

187.1

百万円

300

％ 

― 

円 銭

1.59

（注）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 有 

 

平成２１年５月１４日に公表いたしました個別業績予想の通期について、上記の通り修正しており

ます。当業績予想は、本資料の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

際の業績は今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 
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【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 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国に端を発した金融不安が実体経済に大き

な影響を及ぼし、世界的な需要の減少が企業業績を圧迫いたしました。また、雇用情勢の悪化及び

個人所得の減少など、消費マインドの低下が顕著になり民間設備投資の減少等と相俟って景気は低

迷を続けました。国際的な金融市場の落ち着きと原油原材料価格の調整局面に於ける一時的下落に

加え、在庫調整が進んだことから一部に持ち直しの兆候は見られるものの経済全体の環境は依然と

して景況感の乏しい展開が続いております。 

 このような事業環境の下、当社グループは持続的な成長と企業価値の増大をめざして、ブランド

力のある商品の徹底した拡販と環境対応型商品の新規顧客の開拓、徹底したコストダウン等に取り

組み、収益性の向上を図りました。なお、投資有価証券の評価損が発生しましたので当四半期純利

益を圧迫する結果となりました。 

 その結果、当第２四半期累計期間の売上高は 42,033 百万円（前年同期比 16.0％減）、営業利益 617

百万円（前年同期比 227.4％増）、経常利益 768 百万円（前年同期比 216.2％増）、四半期純利益は 11

百万円となりました。 

 事業の種類別セグメント情報は次のとおりであります。 

＜シューズ事業＞ 

シューズ事業の環境は消費低迷による小売価格の低価格化と、天候不順による夏物の不振が重な

り予想以上の苦戦となりました。 

その中にあって、ジュニアスポーツ「瞬足」シリーズは消費者ニーズをとらえ、全国の園児・学

童に支持され商品の拡大を図る事ができました。また、「瞬足」のライセンスビジネスも順調に進み

相乗効果を上げております。団塊の世代に向けた、ジャパニーズ・コンフォート・シューズ「アキ

レス・ソルボ」も３シーズン目を迎え、靴専門店・百貨店を中心に売場構築ができており、今後の

売上拡大を期しております。一方、「スポルディング」は、ナショナルブランドの価格低下が影響し

苦戦いたしました。「スケッチャーズ」は、カジュアルスポーツ群・サンダルの消費低迷により計画

達成には至りませんでした。 

「エコー」は、デンマーク・ＥＣＣＯ社との友好的な関係をベースとして、コンフォートフット

ウェアの分野において革新的で消費者に支持される№１ブランドを目指し、関連会社エコー・リテ

ール・ジャパン㈱を通じて積極的なエコーショップの出店を進めておりますが、売上は計画を下回

りました。今後も引き続き、日本におけるエコーのイメージアップとブランド認知度を高めるため

の活動をさらに推進させてまいります。 

シューズ事業の当第２四半期連結累計期間の業績は売上高 12,464 百万円(前年同期比 11.4％減)、

営業利益は 953 百万円(前年同期比 9.0％増)となりました。 

＜プラスチック事業＞ 

車輌内装資材関連商品は、期初の極端な受注低迷から中国向け輸出の増加を主体として受注は回

復基調にありますが、売上・利益共に前年を下回りました。こうした状況の中で、環境対応に力点

を置いた商品の開発ならびに徹底的な製造合理化に注力し今後を期しております。 

フイルム関連商品を取り巻く環境は引き続き厳しい状況にある中で、市場の在庫調整も徐々に進

み、コストダウン、品質向上に努めた結果、一般フィルム、電子材料用、海外建材用などの受注が
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回復基調にあります。しかしながら未だ前年割れの状況にあり、今後さらに拡販を期してまいりま

す。農業資材分野では引き続き需要減少の状況下、省資源、環境対応型製品の投入等により所期の

目標を達成する事ができました。アキレスＵＳＡでは、産業用、医療用などの新規分野への展開や

コストダウンにより、景気低迷の中で利益目標を達成する事ができました。 

引布関連商品は、新型インフルエンザ対応関連の陰圧エアーテントの受注増があり、その他（輸

出原反、内需原反、内需ボート、ジョイント、輸出ボート等）の販売減をカバーして、前年を上回

る事ができました。 

建装関連商品は、新築住宅着工戸数、床面積共に月を追う毎に前年を大きく下回り苦戦いたしま

した。床材ではライフサイクルコスト低減ならびに環境対応をコンセプトとしたノーワックスメン

テナンス床材「アートオプティマ」の拡販を図っており、また、壁材では意匠性を重視した、ＲＳ

Ｐ（ロータリースクリーンプリント）製法での差別化を図り、施工性に優れた「フリース壁紙」の

新規需要開拓に継続注力しております。 

プラスチック事業の当第２四半期連結累計期間の業績は売上高 16,136 百万円（前年同期比 24.4％

減）、営業利益は 13 百万円(前年同期比 95.9％減)となりました。 

＜産業資材事業＞ 

ウレタンは、消費の低迷が継続し、厳しい市場環境にあり、寝装・インテリアを中心に売上面で

は前年を確保する事ができませんでした。ただし、原材料価格の調整局面における一時的な下落の

影響により、当初目標としていた利益は確保する事ができました。新商品についても荷重分散フォ

ーム「スフレ」を素材として、ニュースリリースできた事、加えてベッドマットレス・枕製品も上

市を果たし、今後はこれらの商品を中心に拡販に努めてまいります。インテリア関連では、夏場の

季節商品「ジェルクーリングパッド」の成功を受け、冬場の「ホットパッド」の販売に注力してま

いります。 

断熱資材は、米国金融危機が国内の住宅着工件数にも大きな影響を与え、長期間にわたる減少が

続いた事で、製品全般の販売は伸び悩みました。製品別では、ボードは新規顧客と非建築分野への

展開で、ほぼ前年並みの実績を確保いたしました。しかし、パネルは新設物件の減少、システムは

マンションなど鉄筋コンクリート造建物の不振、スチレンも車輌生産と土木工事減少の影響でいず

れも前年割れとなりました。 

静電気対策商品は、電子部品業界の回復に伴い販売金額・販売数量は順調に回復しております。

しかし、電子部品の市場価格が下落し、主要顧客からのコストダウン要請に押され、利益の回復は

売上の回復に追いつかず、若干遅れております。中国東莞工場は、主力のＨＤＤ用導電性サスペン

ションがネットブック向けＨＤＤの数量増を受けて、好調に推移した事に加え、精密射出成形ビジ

ネスも順調に推移しております。また、台湾現地法人も順調に顧客を増やし、業績に貢献しており

ます。 

大型ＲＩＭ成形品は、前半は医療機器分野の市況低迷の影響を受け苦戦いたしましたが、後半に

入り市況が回復し、売上は回復基調にあります。 

三進興産㈱は、全体として、前半はインソール等の新商品導入により伸張いたしましたが、後半

は市況低迷の影響を受けて苦戦いたしました。サポーターは通期を通して通販等が好調に推移し大

きく伸ばす事ができましたが、工業品の市況は厳しく、今後もＰＲ活動を継続し新規開拓に注力し

てまいります。 
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産業資材事業の当第２四半期連結累計期間の業績は売上高 13,432 百万円（前年同期比 8.3％減）、

営業利益は 831 百万円（前年同期比 189.0％増）となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末の財政状態は、総資産は 72,389 百万円で前連結会計年度末に比較し

て 3,894 百万円減少いたしました。  

 資産の部では、流動資産は 41,976 百万円となり前連結会計年度末に比較して 2,070 百万円減少い

たしました。これは主に、受取手形及び売掛金が 1,332 百万円減少したことによります。固定資産

は 1,824 百万円減少の 30,412 百万円となりました。  

 負債の部では、流動負債は 21,442 百万円となり前連結会計年度末に比較して 2,959 百万円減少い

たしました。これは主に支払手形及び買掛金が 347 百万円減少、短期借入金が 2,605 百万円減少し

たことによります。固定負債は 12,206 百万円となり前連結会計年度末に比較して 445 百万円減少い

たしました。  

 純資産の部は、利益剰余金が 555 百万円、繰延ヘッジ損益が 270 百万円減少いたしましたが、そ

の他有価証券評価差額金が 104 百万円、為替換算調整勘定が 233 百万円増加し、前連結会計年度末

に比較して 490 百万円減少の 38,741 百万円となりました。以上の結果、自己資本比率は 53.5％とな

り前連結会計年度末に比べ 2.1％好転いたしました。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四半期連結累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 3,067 百万

円（前年同期比 22 百万円増加）となりました。 

 営業活動の結果、増加した資金は 4,491 百万円（前年同期比 2,198 百万円収入増）となりました。

これは主に税金等調整前四半期純利益 499 百万円、減価償却費 1,691 百万円、売上債権の減少 1,414

百万円、たな卸資産の減少 1,103 百万円による収入と、仕入債務の減少 390 百万円、退職給付引当

金の減少 432 百万円による支出によるものです。 

 投資活動の結果、減少した資金は 930 百万円（前年同期比 370 百万円支出減）となりました。こ

れは主に固定資産の取得による支出 855 百万円によるものです。 

 財務活動の結果、減少した資金は 3,175 百万円（前年同期比 1,515 百万円支出増）となりました。

これは主に短期借入金の返済 2,606 百万円及び配当金の支払 567 百万円によるものです。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

今後の経済環境につきましては、持ち直しに転じた中国への輸出の増加、経済対策の効果が需要

を喚起している自動車、電機等景況感の改善が進むものと期待されますが、依然として雇用、設備

の余剰感は払拭されず収益環境は厳しい状況が続くものと予測されます。当社グループとして独自

技術が発揮できる分野への投資と新商品開発に注力し、お客様の満足が得られる価値（製品、サー

ビス、情報）の提供を通して｢企業価値の増大｣を図ってまいります。当期の業績見通しとして、連

結売上高 87,000 百万円（前期比 8.4％減）、営業利益 1,600 百万円（前期比 231.1％増）、経常利益

1,700 百万円（前期比 213.5％増）、当期純利益 500 百万円（前期比 393.6％増）を見込んでおります。 
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４．その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結の範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

 該当事項はありません。 

(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 

該当事項はありません。 

(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 

該当事項はありません。 
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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 3,145 2,711 

受取手形及び売掛金 25,261 26,594 

商品及び製品 8,936 9,733 

仕掛品 1,335 1,648 

原材料及び貯蔵品 1,849 1,778 

繰延税金資産 779 436 

為替予約 － 250 

その他 824 1,038 

貸倒引当金 △155 △144 

流動資産合計 41,976 44,047 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 8,530 8,798 

機械装置及び運搬具（純額） 6,600 7,305 

土地 5,384 5,380 

建設仮勘定 40 22 

その他（純額） 735 828 

有形固定資産合計 21,291 22,335 

無形固定資産 641 691 

投資その他の資産   

投資有価証券 2,675 2,945 

繰延税金資産 4,020 4,523 

その他 2,193 2,154 

貸倒引当金 △409 △413 

投資その他の資産合計 8,479 9,210 

固定資産合計 30,412 32,237 

資産合計 72,389 76,284 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,923 14,271 

短期借入金 1,912 4,518 

未払法人税等 215 181 

為替予約 203 － 

その他 5,187 5,430 

流動負債合計 21,442 24,401 

固定負債   

長期借入金 5,000 5,000 

長期未払金 179 179 

繰延税金負債 117 131 

退職給付引当金 6,908 7,340 

固定負債合計 12,206 12,651 

負債合計 33,648 37,052 
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 14,640 14,640 

資本剰余金 11,374 11,374 

利益剰余金 14,075 14,631 

自己株式 △937 △935 

株主資本合計 39,153 39,711 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 367 263 

繰延ヘッジ損益 △121 149 

為替換算調整勘定 △657 △891 

評価・換算差額等合計 △411 △479 

純資産合計 38,741 39,231 

負債純資産合計 72,389 76,284 
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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 50,059 42,033 

売上原価 40,344 33,265 

売上総利益 9,714 8,767 

販売費及び一般管理費 9,526 8,150 

営業利益 188 617 

営業外収益   

受取利息及び配当金 47 40 

その他 135 189 

営業外収益合計 183 230 

営業外費用   

支払利息 76 64 

その他 52 14 

営業外費用合計 128 79 

経常利益 242 768 

特別利益   

固定資産売却益 30 84 

国庫補助金 － 117 

保険差益 38 2 

関係会社株式売却益 － 2 

貸倒引当金戻入額 22 － 

特別利益合計 91 207 

特別損失   

固定資産除却損 141 59 

投資有価証券売却損 － 0 

投資有価証券評価損 1 415 

特別損失合計 142 475 

税金等調整前四半期純利益 192 499 

法人税、住民税及び事業税 170 205 

法人税等調整額 64 283 

法人税等合計 234 488 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △42 11 
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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 192 499 

減価償却費 1,941 1,691 

のれん償却額 16 16 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △29 6 

受取利息及び受取配当金 △47 △40 

支払利息 76 64 

為替差損益（△は益） 15 △3 

持分法による投資損益（△は益） △19 2 

固定資産除売却損益（△は益） 111 △25 

投資有価証券売却損益（△は益） － 0 

投資有価証券評価損益（△は益） 1 415 

保険差益 － △2 

補助金収入 － △117 

関係会社株式売却損益（△は益） － △2 

売上債権の増減額（△は増加） 2,877 1,414 

たな卸資産の増減額（△は増加） △411 1,103 

仕入債務の増減額（△は減少） △671 △390 

未払消費税等の増減額（△は減少） △52 △110 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △531 △432 

その他の資産の増減額（△は増加） △412 254 

その他の負債の増減額（△は減少） △571 100 

小計 2,484 4,447 

利息及び配当金の受取額 88 81 

利息の支払額 △65 △55 

保険金の受取額 － 2 

補助金の受取額 19 117 

法人税等の支払額 △233 △102 

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,292 4,491 

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） △0 △27 

固定資産の取得による支出 △1,278 △855 

固定資産の売却による収入 － 113 

投資有価証券の取得による支出 △23 △14 

投資有価証券の売却による収入 － 0 

関係会社株式の売却による収入 － 2 

貸付けによる支出 △0 △150 

貸付金の回収による収入 0 0 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,301 △930 
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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） △1,084 △2,606 

自己株式の取得による支出 △9 △2 

自己株式の売却による収入 1 0 

配当金の支払額 △567 △567 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,659 △3,175 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △54 19 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △723 404 

現金及び現金同等物の期首残高 3,767 2,663 

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,044 3,067 
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

 

    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。 

 

(5) セグメント情報 
 

【事業の種類別セグメント情報】 

 
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） 

 
シューズ  

事業 

（百万円） 

プラスチック

事業 

（百万円） 

産業資材  

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 
14,072 21,334 14,652 50,059 ─ 50,059

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
─ 112 473 585 (585) ─

  計 14,072 21,447 15,125 50,645 (585) 50,059

営業利益 874 324 287 1,486 (1,297) 188

 
 
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） 

 
シューズ  

事業 

（百万円） 

プラスチック

事業 

（百万円） 

産業資材  

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 
12,464 16,136 13,432 42,033 ─ 42,033

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
─ 69 359 428 (428) ─

  計 12,464 16,205 13,791 42,461 (428) 42,033

営業利益 953 13 831 1,797 (1,180) 617
 

(注)1. 事業区分は、売上集計区分によっております。 

  2. 各事業の主要な製品 

    (1)シューズ事業：インジェクションシューズ、スポーツブランドシューズ 

    (2)プラスチック事業：車輌内装用資材、フィルム、インフレータブルボート、引布、床材、壁材 

    (3)産業資材事業：ウレタン、断熱資材、工業資材、ソルボ等 

 

 

【所在地別セグメント情報】 

 

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） 

 
日本 

（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 
45,115 4,943 50,059 ─ 50,059 

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
583 1,111 1,694 (1,694) ─ 

  計 45,698 6,055 51,753 (1,694) 50,059 
営業利益 1,311 179 1,491 (1,303) 188 
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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） 

 
日本 

（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 
38,201 3,831 42,033 ─ 42,033 

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
314 906 1,221 (1,221) ─ 

  計 38,516 4,738 43,254 (1,221) 42,033 
営業利益 1,535 273 1,809 (1,191) 617 
 
(注)1. 本邦以外の区分に属する主な国又は地域について「北米」「アジア」に区分しておりますが、 

全セグメントの売上高の合計に占めるそれぞれの地域の割合が１０％未満であるため 

「その他の地域」として一括して記載しております。 

    (1)国又は地域の区分の方法は、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 

       その他の地域  北米：米国 

               アジア：中国 

 

     

 

【海外売上高】 
 
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） 

 
その他 
の地域 

計 

Ｉ 海外売上高（百万円） 5,476 5,476
Ⅱ 連結売上高（百万円） 50,059
Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合（％） 

10.9 10.9

 
 
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） 

 
その他 
の地域 

計 

Ｉ 海外売上高（百万円） 4,196 4,196
Ⅱ 連結売上高（百万円） 42,033
Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合（％） 

10.0 10.0

 
(注) 1.「その他の地域」の海外売上高は、「北米」「アジア」に区分しておりますが、全セグメントの 

売上高の合計に占めるそれぞれの地域の割合が１０％未満であるため一括して記載しております。 

    (1)国又は地域の区分の方法は、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 

その他の地域  北米：米国 

アジア：中国 

2. 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。 

 
 
 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 

    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。 

－14－

アキレス㈱(5142)　平成22 年3 月期　 第２四半期決算短信




