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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 16,511 △17.3 △616 ― △974 ― △595 ―
21年3月期第2四半期 19,965 ― 22 ― 16 ― 3 ―

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 △22.18 ―
21年3月期第2四半期 0.15 ―

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 56,295 14,907 25.7 539.79
21年3月期 59,077 15,827 25.9 570.64

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  14,484百万円 21年3月期  15,312百万円

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 ― 5.00 5.00
22年3月期 ― 0.00
22年3月期 

（予想）
― 5.00 5.00

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  
   連結業績予想値は、平成21年11月6日に開示した「業績予想の修正に関するお知らせ」において修正した数値です。 

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 40,007 △4.2 798 4.7 102 △84.6 64 △93.2 2.39
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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】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） 

 （注）詳細は６ページ【定性的情報・財務諸表】４．その他をご覧ください。 

(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 
  業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後様々な要因により予想値と異なる可能性があります。なお、業績予想
の前提条件その他関連する事項については、５ページ【定性的情報・財務諸表】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 有
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 26,863,974株 21年3月期  26,863,974株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  30,209株 21年3月期  29,889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 26,834,039株 21年3月期第2四半期 26,831,138株
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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の航空業界は、総じて厳しい状況が続きました。景気後退に伴う旅客・貨物

需要の落ち込みなどにより、世界のエアラインは引き続き苦しい経営を強いられました。９月に国際航空運

送協会（IATA）が発表した 新予測によると、2009年の航空会社全体の 終損益は、需要低迷や燃料価

格の上昇を受けて、110億ドルの赤字になるとしています。又、エアバス社とシンガポール航空がA380の引

き渡し時期の延期に合意するなど航空需要減少の影響が航空機メーカーにも及ぶ中、８月にはボーイン

グ社が787開発スケジュールの更なる延期を決定し、当社を含めたサプライヤーも製品の出荷計画の見直

しを迫られるなど、航空業界全体が苦境に立たされました。 

当社の当期の経営計画は、内装品関連を中心に利益計上が第４四半期に集中するため、第３四半期

までは累計で営業損失を見込んでいます。しかしながら、当第２四半期の状況は、787関連内装品の出荷

繰り延べ、スペアパーツ販売高の鈍化、炭素繊維構造部材（ADP）やエンジン部品の減産などは、いずれ

も当初の見込みを超える規模となり、又、昨年に比べて為替相場が円高基調で推移したことによる輸出売

上高の目減りなどにより、売上高、利益ともに計画及び前年同四半期を下回ることとなりました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の経営成績は、連結売上高 16,511百万円 （前年同四半期比 

3,454百万円減）、連結営業損失 616百万円 （前年同四半期は、連結営業利益 22百万円）、連結経常

損失 974百万円 （前年同四半期は、連結経常利益 16百万円）、連結四半期純損失 595百万円 （前

年同四半期は、連結四半期純利益 3百万円）となりました。 

 

① 事業の種類別セグメントの業績 

[航空機内装品等製造関連事業] 

当事業では、787納入時期延期の影響を受けて、787向けギャレー（厨房設備）及びラバトリー（化粧室）

などの出荷の多くが、来年度以降に繰り延べとなりました。又、景気後退による影響で昨年に比べスペア

パーツの販売が大きく減少し、為替相場も昨年比、円高基調で推移して輸出売上高が減少するなど、売

上高、営業利益ともに計画及び前年同四半期を下回りました。 

この結果、航空機内装品等製造関連事業は、売上高 10,432百万円 （前年同四半期比 3,636百万円

減）、営業損失 771百万円 （前年同四半期は、営業利益 305百万円）となりました。 

 

[航空機器等製造関連事業] 

当事業では、エアバス機向けADPの生産が計画に比べて低く推移したこと、又、民間航空機エンジン部

品において顧客の減産要請に対応したことから、これらの売上高は計画を下回りましたが、防衛関連部品

の生産が昨年に比べ大きく増加したことにより、前年同四半期に比べ売上高、営業利益ともに上回りまし

た。 

この結果、航空機器等製造関連事業は、売上高 2,498百万円 （前年同四半期比 182百万円増）、営

業利益 136百万円 （前年同四半期は、営業損失 226百万円）となりました。 

 

[航空機整備等関連事業] 

当事業では、リージョナル機及び中小型航空機等の機体整備関係は、前年同四半期に比べ受注が順

調で生産が効率的に進む一方、装備品整備関係は、景気後退の影響を受けて国内エアラインからの受

注が減少しました。 
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この結果、航空機整備等関連事業は、売上高 3,581百万円 （前年同四半期比 0百万円減）、営業利

益 19百万円 （前年同四半期は、営業損失 57百万円）となりました。 

 

② 所在地別セグメントの業績 

[ 日 本 ] 

航空機内装品等製造関連事業、航空機器等製造関連事業及び航空機整備等関連事業ともに、事業

の種類別セグメントの項目で説明したとおりであります。 

この結果、売上高 14,652百万円 （前年同四半期比 2,891百万円減）､営業損失 393百万円 (前年

同四半期は、営業利益 34百万円)となりました。 

 [ 北 米 ] 

対象企業は連結子会社のJAMCO AMERICA, INC.であり、客室改修の一部のプロジェクトが予定より

遅れているため売上高、営業利益ともに計画及び前年同四半期を下回りました。 

この結果、売上高 1,064百万円 （前年同四半期比 634百万円減）、営業損失 273百万円 （前年同

四半期は、営業損失 82百万円）となりました。 

 [ ヨ－ロッパ ] 

対象企業は連結子会社のJAMCO EUROPE B.V.であり、景気後退の影響を受けてスペアパーツ販売

が減少したため、売上高、営業利益ともに前年同四半期をやや下回りました。 

この結果、売上高 375百万円 （前年同四半期比 18百万円減）、営業利益 26百万円 （前年同四

半期比 0百万円減）となりました。 

[ アジア・オセアニア ] 

対象企業は連結子会社のJAMCO AERO DESIGN & ENGINEERING PTE LTD.であり、予定より遅れ

て繰り延べとなっていた客室改修の一部のプロジェクトが当四半期に完了し、売上高、営業利益ともに前

年同四半期を上回りました。 

この結果、売上高 418百万円 （前年同四半期比 91百万円増）、営業利益 62百万円 （前年同四

半期比 34百万円増）となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産・負債・純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末の流動資産合計は 42,221百万円となり、前連結会計年度末に比べ

2,612百万円減少しました。主な要因は、第３四半期以降に出荷繰り延べとなった787向け内装品などに

より仕掛品は増加（2,468百万円増）したものの、受取手形及び売掛金が減少（4,682百万円減）したこと

などによるものです。又、固定資産合計では、設備機材などの更新時期を遅らせて設備投資額を抑え

たことにより、169百万円減少して 14,073百万円となりました。 

負債総額は 41,387百万円となり、前連結会計年度末に比べ 1,862百万円の減少となりました。主な

要因は短期借入金の減少（1,088百万円減）等によるものです。 

純資産合計は 14,907百万円となり、前連結会計年度末に比べ 919百万円の減少となりました。主な

要因は利益剰余金の減少（729百万円減）、少数株主持分の減少（91百万円減）等によるものです。 

この結果、自己資本比率は 25.7％となりました。 
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② 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連結ベースの現金及び現金同等物は、以下に記載のキャッ

シュ・フローにより、前連結会計年度末に比べ 24百万円増加し、6,254百万円 （前年同四半期は、

1,024百万円）となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

売上債権の減少額（4,535百万円）による増加と、たな卸資産の増加額（2,636百万円）による減少等

により、1,301百万円のキャッシュ・インフロー（前年同四半期は、2,169百万円のキャッシュ・アウトフロー）

となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

施設、機械装置の更新を中心とした設備投資による有形固定資産取得（513百万円）等により、552百

万円のキャッシュ・アウトフロー（前年同四半期は、1,827百万円のキャッシュ・アウトフロー）となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

短期借入による収入（4,708百万円）及び同返済（5,162百万円）、配当金の支払い（133百万円）等に

より 626百万円のキャッシュ・アウトフロー（前年同四半期は、3,427百万円のキャッシュ・インフロー）とな

りました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

航空機内装品等製造関連事業においては、ボーイング787納入時期延期の影響を受けて、787関連内

装品の出荷スケジュールが変更となり、当初予定していた出荷量の大半が来年度以降へ繰り延べとなりま

した。又、スペアパーツ受注の伸び悩み、円高による輸出売上高の目減りなどにより、売上、利益ともに当

初の計画を下回る見通しです。 

航空機器等製造関連事業においては、当初の計画に比べてADP及び民間航空機エンジン部品の生

産量は減少する見込みです。一方、防衛関連部品は順調に受注が伸びており、第３四半期以降について

も生産量は増加する見通しです。 

航空機整備等関連事業においては、国内エアラインからの装備品整備の受注が当初の予定より大きく

減少しており、今後の生産も引き続き低調に推移する見通しです。 

平成22年3月期通期の業績予想は、以上のような見通し、及び円高による為替差損の影響を勘案して、

５月８日に発表した数値から下方修正することといたしました。なお、業績予想の前提となる第３四半期以

降の為替レートは、当初計画における１米ドル当たり95円から90円に変更しております。 

 

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） 

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 

① 簡便な会計処理 

一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化

がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しており

ます。 
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棚卸資産の評価方法 

当第２四半期連結会計期間末の棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなも

のについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限

定する方法によっております。繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末

以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況について、著しい変化がないと認められる場合は、

前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法に

より、又、著しい変化が認められた場合は、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測

やタックス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。 

連結会社相互間の債権と債務の相殺消去 

当該債権の額と債務の額に差異が見られる場合には、債権側の金額に合わせる方法により債権と

債務を相殺消去しております。 

連結会社相互間の取引を相殺消去 

取引金額に差異がある場合で当該差異の重要性が乏しいときには、親会社等の金額に合わせる

方法により相殺消去しております。 

 

② 四半期連結財務諸表作成に特有の会計処理 

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 

完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事

契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を第1四半期連結会計期間より

適用し、第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第２四半期連結会計期間末までの進捗

部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原

価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。なお、これに伴う損益に与

える影響はありません。 
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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：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 6,254,918 6,230,591

受取手形及び売掛金 8,756,883 13,438,976

商品及び製品 177,190 166,932

仕掛品 17,067,629 14,599,555

原材料及び貯蔵品 6,833,482 6,914,051

その他 3,133,388 3,487,377

貸倒引当金 △2,188 △3,780

流動資産合計 42,221,305 44,833,704

固定資産   

有形固定資産 9,351,461 9,827,724

無形固定資産 382,079 292,164

投資その他の資産 4,340,399 4,123,694

固定資産合計 14,073,939 14,243,583

資産合計 56,295,245 59,077,287

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,590,742 5,241,496

短期借入金 16,099,495 17,187,890

未払法人税等 121,125 71,960

賞与引当金 1,060,671 1,039,542

工事損失引当金 286,630 322,070

その他 6,353,996 6,891,742

流動負債合計 28,512,661 30,754,702

固定負債   

長期借入金 7,024,500 6,699,480

退職給付引当金 5,130,455 5,120,889

役員退職慰労引当金 284,101 345,648

環境対策引当金 7,203 7,203

その他 428,456 322,037

固定負債合計 12,874,717 12,495,258

負債合計 41,387,378 43,249,960

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,359,893 5,359,893

資本剰余金 4,367,993 4,367,993

利益剰余金 5,020,557 5,749,931

自己株式 △25,479 △25,311

株主資本合計 14,722,965 15,452,506

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 80,181 82,312

為替換算調整勘定 △318,519 △222,110

評価・換算差額等合計 △238,338 △139,797

少数株主持分 423,240 514,617

純資産合計 14,907,867 15,827,326

負債純資産合計 56,295,245 59,077,287
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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 19,965,576 16,511,562

売上原価 17,513,107 14,981,297

売上総利益 2,452,469 1,530,265

販売費及び一般管理費 2,430,261 2,146,447

営業利益又は営業損失（△） 22,207 △616,182

営業外収益   

受取利息 3,063 374

受取配当金 3,542 1,624

為替差益 73,710 －

持分法による投資利益 41,305 1,511

その他 37,512 26,664

営業外収益合計 159,134 30,174

営業外費用   

支払利息 156,969 183,259

為替差損 － 197,136

その他 8,074 8,029

営業外費用合計 165,044 388,425

経常利益又は経常損失（△） 16,297 △974,433

特別利益   

固定資産売却益 45 －

投資有価証券売却益 43 －

貸倒引当金戻入額 740 1,360

補助金収入 － 39,400

特別利益合計 829 40,760

特別損失   

固定資産処分損 16,283 1,605

投資有価証券評価損 822 31,654

特別損失合計 17,105 33,260

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（△）

20 △966,932

法人税、住民税及び事業税 86,910 27,351

法人税等調整額 △93,520 △388,106

法人税等合計 △6,609 △360,754

少数株主利益又は少数株主損失（△） 2,643 △10,974

四半期純利益又は四半期純損失（△） 3,987 △595,202
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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（△）

20 △966,932

減価償却費 811,118 646,652

引当金の増減額（△は減少） 670,243 △67,763

受取利息及び受取配当金 △6,605 △1,998

支払利息 156,969 183,259

為替差損益（△は益） △53,421 68,989

持分法による投資損益（△は益） △41,305 △1,511

有形固定資産売却損益（△は益） 16,238 1,605

投資有価証券売却損益（△は益） △43 －

投資有価証券評価損益（△は益） 822 31,654

売上債権の増減額（△は増加） 1,722,441 4,535,517

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,248,704 △2,636,364

仕入債務の増減額（△は減少） △467,471 △581,822

その他 △197,674 193,149

小計 △1,637,372 1,404,436

利息及び配当金の受取額 26,920 23,433

利息の支払額 △131,304 △144,170

その他の収入 20,348 54,447

その他の支出 △1,920 －

法人税等の支払額 △446,157 △36,610

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,169,486 1,301,536

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △1,830,759 △513,252

投資有価証券の取得による支出 △1,200 △1,005

子会社株式の取得による支出 － △30,872

貸付金の回収による収入 2,666 3,044

貸付けによる支出 － △2,000

定期預金の払戻による収入 20,000 －

その他 △17,956 △8,612

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,827,250 △552,698

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 4,716,645 4,708,040

短期借入金の返済による支出 △3,024,793 △5,162,520

長期借入れによる収入 1,975,180 －

長期借入金の返済による支出 △14,280 △14,280

リース債務の返済による支出 △783 △16,827

自己株式の取得による支出 △1,381 △168

自己株式の売却による収入 1,226 －

配当金の支払額 △213,887 △133,737

少数株主への配当金の支払額 △10,634 △7,505

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,427,290 △626,997

現金及び現金同等物に係る換算差額 49,380 △97,513

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △520,065 24,327

現金及び現金同等物の期首残高 1,544,896 6,230,591

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,024,831 6,254,918
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 該当事項はありません。 

  

【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） 

 
(注) １ 事業区分は製品の種類によって区分しております。 

２ 各事業の主な製品 

(1) 航空機内装品等製造関連事業 ……… ギャレー・ラバトリー 

(2) 航空機器等製造関連事業 …………… 熱交換器・ADP 

(3) 航空機整備等関連事業 ……………… 航空機整備・修理 

  

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 事業区分は製品の種類によって区分しております。 

２ 各事業の主な製品 

(1) 航空機内装品等製造関連事業 ……… ギャレー・ラバトリー 

(2) 航空機器等製造関連事業 …………… 熱交換器・ADP 

(3) 航空機整備等関連事業 ……………… 航空機整備・修理 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

航空機 
内装品等 

製造関連事業 
(千円)

航空機器等
製造関連事業

(千円)

航空機整備等
関連事業 
(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

14,068,436 2,315,584 3,581,556 19,965,576 ― 19,965,576

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

174 77,104 56,488 133,767 (133,767) ―

計 14,068,610 2,392,688 3,638,044 20,099,344 (133,767) 19,965,576

営業利益又は営業損失(△) 305,676 △226,013 △57,455 22,207 ― 22,207

航空機 
内装品等 

製造関連事業 
(千円)

航空機器等
製造関連事業

(千円)

航空機整備等
関連事業 
(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

10,432,103 2,498,022 3,581,435 16,511,562 ― 16,511,562

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

737 33,616 47,801 82,154 (82,154) ―

計 10,432,841 2,531,638 3,629,236 16,593,717 (82,154) 16,511,562

営業利益又は営業損失(△) △771,289 136,037 19,069 △616,182 ― △616,182
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【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） 

 
(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 

(1) 北米 ………………………… アメリカ 

(2) ヨーロッパ ………………… オランダ 

(3) アジア・オセアニア ……… シンガポール 

  

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 

(1) 北米 ………………………… アメリカ 

(2) ヨーロッパ ………………… オランダ 

(3) アジア・オセアニア ……… シンガポール 

  

日本 
(千円)

北米
(千円)

ヨーロッパ
(千円)

アジア・
オセアニア
(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

17,544,414 1,699,776 394,234 327,152 19,965,576 ― 19,965,576

 (2) セグメント間の 
   内部売上高 
   又は振替高

1,600,055 1,749,110 401,884 39,545 3,790,596 (3,790,596) ―

計 19,144,469 3,448,886 796,118 366,698 23,756,172 (3,790,596) 19,965,576

営業利益又は 
営業損失(△)

34,796 △82,363 26,982 27,541 6,958 15,249 22,207

日本 
(千円)

北米
(千円)

ヨーロッパ
(千円)

アジア・
オセアニア
(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

14,652,595 1,064,978 375,469 418,517 16,511,562 ― 16,511,562

 (2) セグメント間の 
   内部売上高 
   又は振替高

993,005 1,218,554 259,361 36,752 2,507,673 (2,507,673) ―

計 15,645,600 2,283,533 634,831 455,270 19,019,235 (2,507,673) 16,511,562

営業利益又は 
営業損失(△)

△393,167 △273,319 26,616 62,040 △577,829 (38,353) △616,182
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【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） 

 
(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 各区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米 ………………………… アメリカ 

(2) アジア・オセアニア ……… シンガポール・オーストラリア 

(3) ヨーロッパ ………………… イギリス・フランス・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 各区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米 ………………………… アメリカ 

(2) アジア・オセアニア ……… シンガポール・オーストラリア 

(3) ヨーロッパ ………………… イギリス・フランス・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す。 

  

 該当事項はありません。 

  

北米 アジア・オセアニア ヨーロッパ 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 3,500,607 7,046,985 1,905,897 12,453,490

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― 19,965,576

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

17.5 35.3 9.6 62.4

北米 アジア・オセアニア ヨーロッパ 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 3,022,518 4,037,987 2,226,180 9,286,685

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― 16,511,562

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

18.3 24.5 13.5 56.2

(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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