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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 44,339 △30.7 248 △86.8 347 △82.8 210 △72.1

21年3月期第2四半期 64,015 ― 1,878 ― 2,024 ― 755 ―

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 10.11 ―

21年3月期第2四半期 35.55 ―

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 62,341 32,989 52.8 1,579.41
21年3月期 63,755 32,549 51.0 1,558.25

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  32,932百万円 21年3月期  32,494百万円

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 ― 10.00 ― 10.00 20.00

22年3月期 ― 8.00

22年3月期 
（予想）

― 10.00 18.00

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 96,000 △17.6 1,100 △57.7 1,200 △54.8 650 △53.5 31.17
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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） 

（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。 

(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見通し等の将来に関する記述は、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、今後様々な要因によ
って異なる結果となる可能性があります。上記業績予想に関する事項は、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 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 21,381,102株 21年3月期  21,381,102株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  529,727株 21年3月期  528,220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 20,851,638株 21年3月期第2四半期 21,255,889株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、景気後退の最悪期は脱したと見られるものの急

激な円高に加え、輸出の減少や雇用不安による個人消費の低迷から設備投資が縮小するなど厳しい状況

で推移いたしました。 

このような情勢のなかで当社企業グループは、電機・電子の技術商社として、体質強化への取り組み

を実践すべく、体質改善プロジェクト「Ｃ.Ａ.Ｐ. ＵＰ 1500」を策定し、各事業部門のミッションを

基軸とした「営業力の強化」と語学教育や総合的な人材育成を目指した「人間力の強化」を実施してま

いりました。また、本年４月には「環境エネルギー本部」を設立し、太陽光発電システムなど成長市場

として期待されるクリーンエネルギー分野の開拓を推進してまいりました。一方、海外事業戦略として

社内カンパニーである立花オーバーシーズホールディング社の統括の下、中国や東南アジアを中心に現

地法人における基盤強化を図ってまいりました。 

その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は443億39百万円（前年同期比30.7％減）、営業利益

は２億48百万円（前年同期比86.8％減）、経常利益は３億47百万円（前年同期比82.8％減）、四半期純

利益は２億10百万円（前年同期比72.1％減）となりました。 

  

事業別の売上高については以下の通りであります。 

  

〔ＦＡシステム事業〕 売上高：206億91百万円（前年同期比 65.8％） 

ＦＡ機器分野は、自動車や鉄鋼関連をはじめ全般的な低迷により、低圧配電制御機器やモータが減少

し、また液晶製造装置メーカーなどの急激な生産調整によりプログラマブルコントローラ並びにＡＣサ

ーボモータなどの落ち込みが大きく、分野全体として大幅な減少となりました。産業機械分野は、金属

加工業などの設備投資の縮小から急激な受注減少により、放電加工機やレーザー加工機などが減少する

とともにＰＤＰ(プラズマディスプレイパネル）関連におきましても自動化設備の先送りもあり、分野

全体として大幅な減少となりました。 

その結果、事業全体としては前年同期比34.2％の減少となりました。 

  

〔半導体デバイス事業〕 売上高：153億66百万円（前年同期比 70.2％） 

半導体分野は、カーエレクトロニクス関連機器や家電製品など民生分野からの受注減少により、マイ

コンやパワー素子が減少いたしました。電子デバイス分野は、複写機用密着イメージセンサや店舗用端

末の液晶パネル及びプロジェクター用光源ランプが大幅に減少いたしました。 

その結果、事業全体としては前年同期比29.8％の減少となりました。 

  

〔情報通信事業〕 売上高：19億92百万円（前年同期比 76.1％） 

情報通信分野は、画面転送型シンクライアントシステムの販売が新たに開始され売上に貢献いたしま

したが、民間設備投資の先送りなどにより情報端末タッチパネルや大型映像システムなど主要顧客の受

注減少が厳しく大幅に減少いたしました。 

その結果、事業全体としては前年同期比23.9％の減少となりました。 

  

〔施設事業〕 売上高：47億55百万円（前年同期比 85.8％） 

設備機器分野は、省エネ・ＣＯ２削減などの環境意識の浸透によりエコキュート（電気温水器）をは

じめとしたオール電化製品及び入退室管理システムや映像監視システムなどの監視制御設備が順調に推

移いたしましたが、店舗・ビル工場用パッケージエアコンなど空調設備機器やエレベーターの受注減少

など低調な推移となりました。 

その結果、事業全体としては前年同期比14.2％の減少となりました。 

  

・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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〔その他〕 売上高：15億33百万円（前年同期比 61.1％） 

貿易関係は、新築物件が減少するなか立体駐車場向けフレーム材は、取り扱い品種の増加などにより

順調に推移したものの、円高の影響などもあり鉄道車輌向け内装金具などの金属加工品や台湾向けチッ

プコンデンサー用ニッケルペーストなどの電子部品材料が大幅に減少いたしました。 

その結果、前年同期比38.9％の減少となりました。  

  

 所在地別セグメントの業績は次のとおりです。 

  

〔日本〕 売上高：394億76百万円  営業利益：２億14百万円 

景気後退による企業の設備投資の抑制により、ＦＡ機器、産業機械、半導体、情報通信、設備機器

など全般にわたり減少いたしました。 

その結果、売上高は394億76百万円（前年同期比31.1％減）、営業利益は2億14百万円（前年同期比

87.2％減）となりました。 

  

〔アジア〕 売上高：48億63百万円  営業利益：35百万円 

欧米をはじめ中国など世界的な経済失速により、日系メーカーへの積極的な拡販活動を推進したも

のの受注減少は厳しくＦＡ機器、半導体とも大幅な減少となりました。 

その結果、売上高は48億63百万円（前年同期比27.4％減）、営業利益は35百万円（前年同期比

82.6％減）となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末における資産合計は、623億41百万円となり、前連結会計年度末に比べ

て14億13百万円減少いたしました。 

流動資産は510億31百万円となり、前連結会計年度末に比べて18億６百万円減少いたしました。この

主な要因は、現金及び預金の増加39億21百万円と受取手形及び売掛金の減少39億92百万円、商品の減少

15億90百万円によるものです。 

固定資産は113億10百万円となり、前連結会計年度末に比べて３億92百万円増加いたしました。この

主な要因は、株価上昇に伴い投資有価証券が７億１百万円増加したことによるものです。 

当第２四半期連結会計期間末における負債合計は、293億51百万円となり、前連結会計年度末に比べ

て18億54百万円減少いたしました。 

流動負債は285億48百万円となり、前連結会計年度末に比べて19億70百万円減少いたしました。この

主な要因は、支払手形及び買掛金の減少22億73百万円によるものです。 

固定負債は８億２百万円となり、前連結会計年度末に比べて１億16百万円増加いたしました。この主

な要因は、長期借入金の増加40百万円と退職給付引当金の増加27百万円によるものです。 

当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は、329億89百万円となり、前連結会計年度末に比

べて４億40百万円増加いたしました。この主な要因は、その他有価証券評価差額金の増加３億63百万円

によるものです。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は、131億35百万円となり前

第２四半期末と比較して27億２百万円増加いたしました。 

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・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・フローは、42億85百万円の収入（前年同期は29億62百万円の収入）とな

りました。これは主に売上債権の減少額48億65百万円、たな卸資産の減少額15億59百万円などの増加

と、仕入債務の減少額23億57百万円などの減少によるものです。 

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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投資活動によるキャッシュ・フローは、５百万円の収入（前年同期は３億21百万円の支出）となりま

した。これは主に定期預金の払戻しによる収入１億２百万円、無形固定資産の取得による支出53百万

円、有形固定資産の取得による支出28百万円などによるものです。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、３億24百万円の支出（前年同期は５億64百万円の支出）とな

りました。これは主に長期借入金の返済による支出２億49百万円、配当金の支払による支出２億４百万

円、長期借入金の借入による収入82百万円などによるものです。 

  

企業の設備投資が抑制傾向にあることから、主力のＦＡシステム事業分野、半導体デバイス事業分野

を中心として、第２四半期連結累計期間における業績は低調に推移いたしました。 

下半期につきましても、一部に景気持ち直しの兆しは見えるものの、市況全般として本格的な回復に

はいま暫くの時間を要するとの見方から、当社を取り巻く環境は、引き続き厳しい状況で推移すること

が予想されます。 

このような状況の下で、平成22年３月期の連結業績並びに個別業績予想については、平成21年10月30

日に修正公表し、現時点においてその内容に変更はありません。 

  
  

税金費用の計算 

税金費用については、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。 

  

会計処理基準に関する事項の変更 

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)を当第１四半期連結会計期

間より適用し、当第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、進捗部分について成果の確実

性が認められる工事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、この変更による損益に与える影響は軽微であります。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

4. その他

(1) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(2) 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 13,157 9,236

受取手形及び売掛金 31,236 35,228

商品 5,190 6,780

仕掛品 97 14

原材料 2 2

その他 1,383 1,618

貸倒引当金 △35 △43

流動資産合計 51,031 52,837

固定資産   

有形固定資産 3,262 3,355

無形固定資産 364 355

投資その他の資産   

投資有価証券 6,920 6,219

その他 1,008 1,238

貸倒引当金 △245 △250

投資その他の資産合計 7,683 7,207

固定資産合計 11,310 10,917

資産合計 62,341 63,755

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 23,473 25,746

短期借入金 2,180 2,338

未払法人税等 194 107

賞与引当金 378 542

その他 2,322 1,783

流動負債合計 28,548 30,519

固定負債   

長期借入金 149 109

退職給付引当金 445 417

負ののれん 13 4

その他 193 155

固定負債合計 802 686

負債合計 29,351 31,205
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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 5,692 5,692

資本剰余金 5,571 5,571

利益剰余金 21,937 21,935

自己株式 △447 △446

株主資本合計 32,752 32,752

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 408 44

繰延ヘッジ損益 △0 0

為替換算調整勘定 △227 △303

評価・換算差額等合計 180 △258

少数株主持分 56 55

純資産合計 32,989 32,549

負債純資産合計 62,341 63,755
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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 64,015 44,339

売上原価 56,004 38,852

売上総利益 8,011 5,487

販売費及び一般管理費 6,132 5,239

営業利益 1,878 248

営業外収益   

受取利息 24 5

受取配当金 71 52

負ののれん償却額 2 2

為替差益 86 1

持分法による投資利益 68 84

その他 56 45

営業外収益合計 309 191

営業外費用   

支払利息 30 18

売上割引 104 51

その他 28 22

営業外費用合計 164 92

経常利益 2,024 347

特別利益   

投資有価証券売却益 － 0

固定資産売却益 0 －

貸倒引当金戻入額 － 9

特別利益合計 0 9

特別損失   

投資有価証券評価損 763 4

ゴルフ会員権評価損 0 －

固定資産除却損 0 0

特別損失合計 764 4

税金等調整前四半期純利益 1,260 351

法人税等 500 137

少数株主利益 3 3

四半期純利益 755 210
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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 34,406 25,937

売上原価 30,014 22,734

売上総利益 4,391 3,202

販売費及び一般管理費 3,151 2,496

営業利益 1,240 705

営業外収益   

受取利息 11 2

受取配当金 11 11

負ののれん償却額 1 1

為替差益 4 －

持分法による投資利益 36 22

その他 31 21

営業外収益合計 96 58

営業外費用   

支払利息 14 8

売上割引 58 25

為替差損 － 15

その他 21 12

営業外費用合計 94 62

経常利益 1,242 701

特別利益   

投資有価証券売却益 － 0

固定資産売却益 0 －

特別利益合計 0 0

特別損失   

投資有価証券評価損 763 －

ゴルフ会員権評価損 0 －

固定資産除却損 0 0

特別損失合計 763 0

税金等調整前四半期純利益 478 701

法人税等 187 283

少数株主利益 3 2

四半期純利益 288 415
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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 1,260 351

減価償却費 183 179

のれん償却額 23 11

負ののれん償却額 △2 △2

貸倒引当金の増減額（△は減少） 23 △13

受取利息及び受取配当金 △95 △57

支払利息 30 18

為替差損益（△は益） △27 17

持分法による投資損益（△は益） △68 △84

投資有価証券評価損益（△は益） 763 4

固定資産売却損益（△は益） △0 －

売上債権の増減額（△は増加） 2,159 4,865

たな卸資産の増減額（△は増加） △382 1,559

仕入債務の増減額（△は減少） △564 △2,357

その他 82 △185

小計 3,385 4,307

利息及び配当金の受取額 113 66

利息の支払額 △30 △18

法人税等の支払額 △505 △69

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,962 4,285

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 △67 △28

有形固定資産の売却による収入 0 －

投資有価証券の取得による支出 △30 △6

投資有価証券の売却による収入 － 0

その他 △222 40

投資活動によるキャッシュ・フロー △321 5

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） △10 49

長期借入れによる収入 80 82

長期借入金の返済による支出 △245 △249

自己株式の純増減額（△は増加） △158 △0

配当金の支払額 △229 △204

少数株主への配当金の支払額 △0 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △564 △324

現金及び現金同等物に係る換算差額 △45 43

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,031 4,010

現金及び現金同等物の期首残高 8,401 9,125

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,432 13,135
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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２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

当社企業グループは、各種電機・電子関連製品の販売を主としており、製品の種類・性質、販売

市場等の類似性から判断して、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。 

  

 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） 

当社企業グループは、各種電機・電子関連製品の販売を主としており、製品の種類・性質、販売

市場等の類似性から判断して、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。 

  

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） 

当社企業グループは、各種電機・電子関連製品の販売を主としており、製品の種類・性質、販売

市場等の類似性から判断して、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。 

  

   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） 

当社企業グループは、各種電機・電子関連製品の販売を主としており、製品の種類・性質、販売

市場等の類似性から判断して、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報
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【所在地別セグメント情報】 

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 国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。 

２ 日本以外の区分に属する主な国又は地域は以下のとおりであります。 

アジア：シンガポール、香港、中国、台湾、韓国、タイ 

  

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 国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。 

２ 日本以外の区分に属する主な国又は地域は以下のとおりであります。 

アジア：シンガポール、香港、中国、台湾、韓国、タイ 

日本
(百万円)

アジア
（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

30,358 4,048 34,406 ― 34,406

(2) セグメント間の 
  内部売上高又は振替高

484 86 571 (571) ―

計 30,842 4,135 34,977 (571) 34,406

営業利益 1,095 142 1,238 1 1,240

日本
(百万円)

アジア
（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

23,152 2,784 25,937 ― 25,937

(2) セグメント間の 
    内部売上高又は振替高

327 60 388 (388) ―

計 23,479 2,845 26,325 (388) 25,937

  営業利益 693 14 707 (1) 705
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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 国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。 

２ 日本以外の区分に属する主な国又は地域は以下のとおりであります。 

アジア：シンガポール、香港、中国、台湾、韓国、タイ 

  

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 国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。 

２ 日本以外の区分に属する主な国又は地域は以下のとおりであります。 

アジア：シンガポール、香港、中国、台湾、韓国、タイ 

  

日本
(百万円)

アジア
（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

57,319 6,696 64,015 ― 64,015

(2) セグメント間の 
  内部売上高又は振替高

1,141 185 1,327 (1,327) ―

計 58,461 6,882 65,343 (1,327) 64,015

営業利益 1,673 205 1,878 (0) 1,878

日本
(百万円)

アジア
（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

39,476 4,863 44,339 ― 44,339

(2) セグメント間の 
    内部売上高又は振替高

626 128 754 (754) ―

計 40,102 4,991 45,094 (754) 44,339

  営業利益 214 35 250 (1) 248
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【海外売上高】 

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 国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。 

２ 日本以外の区分に属する主な国又は地域は以下のとおりであります。 

アジア：シンガポール、香港、中国、台湾、韓国、タイ 

その他：アメリカ、フランス 

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 国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。 

２ 日本以外の区分に属する主な国又は地域は以下のとおりであります。 

アジア：シンガポール、香港、中国、台湾、韓国、タイ 

その他：アメリカ、フランス 

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。 

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 4,325 35 4,360

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― 34,406

Ⅲ 連結売上高に占める
  海外売上高の割合(％)

12.6 0.1 12.7

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 2,852 30 2,882

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― 25,937

Ⅲ 連結売上高に占める
   海外売上高の割合(％)

11.0 0.1 11.1
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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 国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。 

２ 日本以外の区分に属する主な国又は地域は以下のとおりであります。 

アジア：シンガポール、香港、中国、台湾、韓国、タイ 

その他：アメリカ、フランス 

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 国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。 

２ 日本以外の区分に属する主な国又は地域は以下のとおりであります。 

アジア：シンガポール、香港、中国、台湾、韓国、タイ 

その他：アメリカ、フランス 

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。 

  

  

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 7,148 75 7,223

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― 64,015

Ⅲ 連結売上高に占める
  海外売上高の割合(％)

11.2 0.1 11.3

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 4,977 44 5,022

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― 44,339

Ⅲ 連結売上高に占める
  海外売上高の割合(％)

11.2 0.1 11.3

(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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