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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 497,904 △25.4 18,358 △72.0 17,924 △71.6 10,115 △74.0

21年3月期第2四半期 667,298 ― 65,594 ― 63,083 ― 38,944 ―

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 34.65 34.65
21年3月期第2四半期 133.35 133.28

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 1,159,234 509,186 42.7 1,696.64
21年3月期 1,117,417 484,485 42.2 1,615.98

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  495,273百万円 21年3月期  471,686百万円

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  有  
 

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 ― 19.00 ― 19.00 38.00
22年3月期 ― 16.00

22年3月期 
（予想）

― 16.00 32.00

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 1,040,000 △13.5 40,000 △34.8 36,000 △30.8 14,000 △35.6 47.96
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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 

 業績見通しについては、当社が現時点で入手可能な情報と、合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績は見通しと大きく異なるこ
とがあります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項につきましては、４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参照ください。 

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 293,113,973株 21年3月期  293,113,973株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  1,199,747株 21年3月期  1,225,087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 291,901,637株 21年3月期第2四半期 292,040,343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～９月30日)の世界経済につきましては、主要各国の大規模な経済

対策の効果もあり、国や地域によって回復テンポは異なるものの、昨年より続いた景気の悪化にようやく歯止めが

かかったとの見方が出ています。ただし、中国・インドをはじめとする新興国の景気が堅調に推移して世界経済を

下支えする一方で、先進諸国では雇用情勢の悪化が進むなど、依然として景気が再度下振れするリスクも抱えてい

ます。  

 そうした中、わが国経済においても、生産・輸出が改善するなど景気底入れの見方は強まるものの、雇用情勢の

悪化、個人消費の冷え込み、円高の進行など、景気の先行きは予断を許さない状況が続いています。  

 このような事業環境のもと、当社グループは、既存商品のシェアアップ、不況下でも需要が堅調な環境関連商品

の拡販、トータルコストダウンのより一層の推進など、売上高・利益の確保に取り組みましたが、需要の減退に加

えて為替換算の影響もあり、当第２四半期連結累計期間の連結売上高は、前年同期比25.4％減の4,979億4百万円と

なりました。  

 利益の面では、連結営業利益は183億58百万円（前年同期比72.0％減）、連結経常利益は179億24百万円（前年同

期比71.6％減）、連結四半期純利益は101億15百万円（前年同期比74.0％減）と大幅な減益となりました。  

  

主要な事業分野別の動向は次のとおりです。 

 

① 空調・冷凍機事業 

 国内住宅用空調機器では、ルームエアコンの業界需要は、梅雨明けの遅れと記録的な大雨などの天候要因や住宅

着工の低迷により、前年同期を大きく下回りました。そうした中、当社グループも、販売台数・売上高ともに前年

同期を下回ったものの、エコポイント対象商品である『うるるとさらら』を中心とした高付加価値商品では、前年

同期を大きく上回りました。  

 国内業務用空調機器では、設備投資の減少と天候不順の影響を受けて、業界需要は前年同期を下回りました。当

社グループも業界需要の減少影響を受け、販売台数・売上高ともに前年同期を下回りましたが、更新需要をターゲ

ットに、店舗・オフィス市場ではフィルター自動清掃機能を搭載した『クリーンZEAS－Q』、ビル市場ではビル用マ

ルチエアコンとの組合せで温度と湿度を個別にコントロールし省エネに貢献する“水配管レス調湿外機処理機”

『DESICA』、工場市場ではリモートコンデンサー型で省工事となる『スーパーSRY』などの差別化商品の販売を拡大

しました。  

 海外では、前年下期以降の世界的な金融危機とそれに伴う景気後退により各地域の空調需要が縮小する厳しい事

業環境の中、各地域において既存商品のシェアアップや暖房事業の拡大を目指した取組みを展開しました。しかし

ながら、円高の進展による為替換算影響のマイナス要素もあり、海外空調事業全体の売上高は、前年同期を下回り

ました。  

 欧州地域では、住宅用空調は、南欧の好天などの追い風はあったものの経済環境悪化の影響が大きく、売上高は

前年同期を下回りました。業務用空調については、主要国のイタリア・スペイン・イギリスでの需要減少により売

上高は減少しました。暖房事業については、昨年10月に買収した暖房機器メーカーのロテックス社（ドイツ）の活

用による事業の基盤拡大を図りましたが、 大市場のフランスで需要減少による販売落ち込みがあり、欧州地域の

暖房事業の売上高は前年同期並みとなりました。欧州地域全体の売上高については、需要の縮小に加え、円高・ユ

ーロ安の為替換算影響を受け、前年同期を大きく下回りました。  

 中国地域では、昨年の北京五輪を境に、景気後退や不動産市況悪化が顕著となり、住宅用・業務用とも空調需要

が大きく減退したため、当第１四半期の売上高は前年割れとなりました。当第２四半期には政府の景気刺激策の効

果により住宅市場に回復の兆しがみられたことや、地方都市への販路拡大の活動等により、中国国内の販売につい

ては現地通貨で前年同期の売上高を上回りましたが、当第２四半期累計期間での中国地域全体の売上高は、円高の

影響も受け、前年同期を下回りました。  

 アジア・オセアニア地域では、景気後退による市場縮小の中、特にその影響が顕著な主要国のオーストラリアで

も、業務用空調の拡販に努めましたが、円高の影響により売上高は前年同期を下回りました。一方で、新興国市場

のベトナムなどで販売店開発により販売を伸ばしましたが、アジア・オセアニア地域全体の売上高は、前年同期に

比べ減少しました。  

 アメリカ地域では、北米において住宅・建築市況は依然厳しいものの、オバマ政権の景気刺激策“グリーンニュ

ーディール”を追い風に、当社グループが得意とする公共物件へ販売活動の強化を行うことにより、アメリカ地域

の売上高は前年同期並みとなりました。  

 低温・冷凍機器では、前年から続く世界的な景気後退の影響で、需要は大幅に落ち込み、販売は前年同期に比べ

減少しました。  

 空調・冷凍機事業全体の売上高は、前年同期比23.1％減の4,516億98百万円、営業利益は前年同期比63.4％減の

227億23百万円となりました。    

【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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② 化学事業  

 フッ素樹脂は、米国LAN市場向け新製品など一部商品では、拡販施策により、前年下期以降の急激な販売の落ち込

みから回復しつつあるものの、依然として半導体・自動車市場向けを中心とする世界各地域の需要低迷の影響が大

きく、フッ素樹脂全体の売上高は前年同期を下回りました。  

  化成品においても、需要が上向いている商品もありますが、全体では依然として需要回復にはいたらず、化成品

の売上高は前年同期に比べ減少しました。その中で比較的好調なものとして、撥水・撥油剤の国内およびアメリカ

地域の販売は、前年同期並みで推移しました。半導体用エッチング剤については、前年下期以降の需要の落ち込み

からの持ち直し傾向が見られました。また、ディスプレイ等に用いられる表面防汚コーティング剤は、用途開発の

展開により、前年同期に比べ販売を伸ばしました。一方、ファインケミカル分野の中間体化合物は、需要減の影響

により前年同期に比べ販売は減少しました。  

  フルオロカーボンガスは、中国・アジア地域の需要の落ち込みから、売上高は前年同期に比べ減少しました。  

 化学事業全体の売上高は、前年同期比40.0%減の365億59百万円となりました。損益面では、コスト削減に取り組

みましたが、販売数量減少の影響が大きく、18億73百万円の営業損失となりました。  

  

③ その他事業  

 産業機械用油圧機器は、当社の主力である工作機械・一般産業機械分野ともに、昨今の急激な設備投資の冷え込

みによる需要減の影響を受け、売上高は前年同期を下回りました。建機・車両用油圧機器は、世界的な市況低迷の

影響を受け、主力の日本国内市場向けをはじめ、米国・欧州向けの需要減も重なり、売上高は前年同期を下回りま

した。  

 特機部門では、防衛省向け砲弾及び誘導弾用弾頭の納入が減少したことにより、売上高は前年同期を下回りまし

た。  

 その他事業全体では、売上高は前年同期比48.3％減の96億46百万円となりました。損益面では、25億72百万円の

営業損失となりました。   

  

総資産は、1兆1,592億34百万円となり、前連結会計年度末に比べて418億16百万円増加しました。流動資産は、

現金及び預金の増加等により、前連結会計年度末比324億71百万円増加の5,643億5百万円となりました。固定資産

は、投資有価証券の時価変動による増加等のため、前連結会計年度末比93億45百万円増加の5,949億29百万円となり

ました。  

  負債は、コマーシャル・ペーパーの減少等の一方、社債の発行や借入金の増加等により前連結会計年度末比171億

15百万円増加の6,500億47百万円となり、有利子負債比率は、前連結会計年度末37.4％から、38.0％となりました。 

  純資産は、配当金の支払いによる55億45百万円の減少の一方、四半期純利益の計上、為替換算調整勘定及びその

他有価証券評価差額金の変動等により、前連結会計年度末比247億増加の5,091億86百万円となりました。  

  当第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローについては、営業活動では、売上債権・棚卸資産の減少等によ

り、前年同期に比べ442億55百万円増加し、784億52百万円のキャッシュの増加となりました。投資活動では、預入

期間が３か月超の定期預金の増加等により、前年同期に比べ30億15百万円減少し、395億52百万円のキャッシュの減

少となりました。財務活動では、社債の発行等により、前年同期に比25億93百万円増加し、123億21百万円のキャッ

シュの増加となりました。この結果、現金及び現金同等物の当第２四半期連結累計期間の期末残高は、前連結会計

年度末に比べ526億80百万円増加し、1,570億3百万円となりました。  

  

第２四半期連結累計期間の業績を踏まえ、売上高、経常利益、当期純利益について、平成21年５月12日に発表し

ました業績予想を下記の通り修正いたします。  

  第３四半期以降、空調事業において、中国地域では需要の回復基調が鮮明になり、アジア・オセアニア地域でも

回復の兆しがあるものの、欧州、北米、日本の各地域では引き続き厳しい市場環境が見込まれる中、グループ全体

でコストダウン、固定費削減に注力することで、営業利益については前回発表時の公表値を変更せず、達成に向け

て取り組んでまいります。  

  なお、経常利益、当期純利益の修正は、第２四半期連結累計期間での営業外損益の改善などを加味したもので

す。  

  

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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当期の連結業績予想数値の修正 （平成21年４月１日～平成22年３月31日)  

 
  

また、配当金につきましては、6円減配し、中間配当金16円、期末配当金16円の年間32円を予定しております。 

  当社は、連結純資産配当率（ＤＯＥ2.0％）、連結業績、財務状況、資金需要等を総合的に勘案し、安定的に配当

を実施してまいります。  

  

 なお、第３四半期以降の為替レートについては、1ユーロ120円、1米ドル90円を前提としております。  

  

 ※業績見通しについては、当社が現時点で入手可能な情報と合理的であると判断する一定の前提に基づいており、

  実際の業績は見通しと大きく異なることがあります。その要因のうち、主なものは以下の通りです。  

   ・主要市場（日本、欧米、中国含むアジア）での政治・経済状況および製品需給の急激な変動  

   ・天候不順に伴う空調需要の変動  

   ・為替相場の大幅な変動(特にユーロ、米ドル相場)  

   ・重大な品質・生産トラブル  

   ・保有する有価証券、その他資産の時価の変動   

  
  

該当事項はありません。 

  

定率法を採用している固定資産については、連結会計年度に係る減価償却の額を期間按分して算定する方法

によっております。  

  

当社及び一部の連結子会社は、当連結会計年度の税金等調整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、税金等調整前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しており

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。  

  

該当事項はありません。 

  

  

  

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

 前回発表予想（A） 1,070,000 40,000 34,000 12,000 41.11 

 今回発表予想（B） 1,040,000 40,000 36,000 14,000 47.96 

 増減額（B-A) △30,000 ― ＋2,000 ＋2,000 ―

 増減率（％） △2.8% ― ＋5.9% ＋16.7% ―

 （参考)前期実績 
 （平成21年３月期)

1,202,419 61,394 52,007 21,755 74.51 

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

【簡便な会計処理】

①固定資産の減価償却費の算定方法

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

①税金費用の計算方法 

(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 178,124 105,241 

受取手形及び売掛金 168,454 178,248 

商品及び製品 108,691 133,740 

仕掛品 47,063 44,450 

原材料及び貯蔵品 34,170 38,453 

その他 33,227 36,803 

貸倒引当金 △5,426 △5,103 

流動資産合計 564,305 531,833 

固定資産   

有形固定資産 242,765 243,082 

無形固定資産   

のれん 187,959 193,404 

その他 9,555 9,400 

無形固定資産合計 197,515 202,804 

投資その他の資産   

投資有価証券 109,132 94,346 

その他 46,528 46,375 

貸倒引当金 △1,013 △1,026 

投資その他の資産合計 154,648 139,696 

固定資産合計 594,929 585,583 

資産合計 1,159,234 1,117,417 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 82,858 80,138 

短期借入金 94,769 74,879 

コマーシャル・ペーパー 30,000 120,000 

1年内償還予定の社債 20,000 20,000 

1年内返済予定の長期借入金 2,569 9,418 

未払法人税等 10,244 8,742 

製品保証引当金 17,103 17,393 

その他 92,099 98,553 

流動負債合計 349,646 429,124 

固定負債   

社債 100,000 － 

長期借入金 189,804 190,778 

退職給付引当金 3,679 3,939 

その他 6,917 9,089 

固定負債合計 300,401 203,807 

負債合計 650,047 632,931 
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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 85,032 85,032 

資本剰余金 82,977 82,977 

利益剰余金 371,369 366,836 

自己株式 △4,644 △4,743 

株主資本合計 534,733 530,102 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △6,092 △15,397 

繰延ヘッジ損益 285 464 

為替換算調整勘定 △33,653 △43,482 

評価・換算差額等合計 △39,460 △58,415 

新株予約権 1,015 764 

少数株主持分 12,897 12,035 

純資産合計 509,186 484,485 

負債純資産合計 1,159,234 1,117,417 

7



(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 667,298 497,904 

売上原価 443,479 346,746 

売上総利益 223,818 151,157 

販売費及び一般管理費 158,223 132,798 

営業利益 65,594 18,358 

営業外収益   

受取利息 1,123 890 

受取配当金 1,172 998 

その他 2,660 3,550 

営業外収益合計 4,955 5,438 

営業外費用   

支払利息 3,652 3,265 

その他 3,813 2,607 

営業外費用合計 7,466 5,873 

経常利益 63,083 17,924 

特別利益   

投資有価証券売却益 2 13 

新株予約権戻入益 － 12 

その他 － 1 

特別利益合計 2 27 

特別損失   

固定資産処分損 319 328 

投資有価証券評価損 416 135 

その他 － 0 

特別損失合計 736 464 

税金等調整前四半期純利益 62,350 17,487 

法人税等 21,640 6,388 

少数株主利益 1,765 984 

四半期純利益 38,944 10,115 
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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 62,350 17,487 

減価償却費 21,094 19,909 

のれん償却額 6,282 5,909 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 813 155 

受取利息及び受取配当金 △2,295 △1,888 

支払利息 3,652 3,265 

持分法による投資損益（△は益） △459 17 

有形固定資産処分損益（△は益） 319 328 

投資有価証券売却損益（△は益） △2 △13 

投資有価証券評価損益（△は益） 416 135 

売上債権の増減額（△は増加） △12,041 14,313 

たな卸資産の増減額（△は増加） △26,159 30,113 

仕入債務の増減額（△は減少） 3,027 508 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 431 △268 

前払年金費用の増減額（△は増加） △133 780 

確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額(△は減
少)

△3,273 △3,369 

その他 △122 △5,120 

小計 53,900 82,264 

利息及び配当金の受取額 2,313 1,900 

利息の支払額 △4,113 △3,174 

法人税等の支払額 △17,904 △2,537 

営業活動によるキャッシュ・フロー 34,197 78,452 

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 △26,881 △17,178 

有形固定資産の売却による収入 242 369 

投資有価証券の取得による支出 △6,372 △400 

投資有価証券の売却による収入 4 33 

定期預金の純増減額（△は増加） － △20,085 

事業譲受による支出 △309 △203 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△591 － 

連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得によ
る支出

△324 △53 

その他 △2,303 △2,034 

投資活動によるキャッシュ・フロー △36,536 △39,552 

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） 17,522 △70,759 

長期借入れによる収入 9,697 205 

長期借入金の返済による支出 △8,627 △8,121 

社債の発行による収入 － 99,520 

配当金の支払額 △5,550 △5,545 

少数株主への配当金の支払額 △1,652 △2,032 

その他 △1,661 △944 

財務活動によるキャッシュ・フロー 9,727 12,321 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,318 1,459 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,070 52,680 

現金及び現金同等物の期首残高 110,483 104,322 

現金及び現金同等物の四半期末残高 113,554 157,003 
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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) 

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 事業区分は、製品の種類、製造方法及び販売方法の類似性を勘案して決定しております。 

２ 各事業に含まれている主要な製品の名称 
(1) 空調・冷凍機事業……住宅用空調機器、業務用空調・冷凍機器、舶用空調・冷凍機器、電子システム 
(2) 化学事業………………フルオロカーボンガス、フッ素樹脂、化成品、化工機 
(3) その他事業……………産業機械用油圧機器・装置、建機・車両用油圧機器、集中潤滑機器・装置、砲弾・

誘導弾用弾頭、航空機部品 

  

(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】

空調・冷 
凍機事業 
(百万円)

化学事業
(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

587,649 60,982 18,666 667,298 ― 667,298

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

257 2,905 9 3,172 （3,172) ―

計 587,906 63,887 18,675 670,470 (3,172) 667,298

    営業利益又は損失(△) 62,092 3,774 △291 65,575 19 65,594

空調・冷 
凍機事業 
(百万円)

化学事業
(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

451,698 36,559 9,646 497,904 ― 497,904

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

161 1,795 6 1,963 (1,963) ―

計 451,859 38,354 9,653 499,867 (1,963) 497,904

  営業利益又は損失(△) 22,723 △1,873 △2,572 18,278 79 18,358
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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) 

 
  

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、連結会社が所在する地域によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

 (1) アジア・オセアニア：タイ、シンガポール、中国、香港、オーストラリア、インド、マレーシア 

 (2) ヨーロッパ：ベルギー、ドイツ、フランス、オランダ、スペイン、イタリア、イギリス、ギリシャ、ポル

トガル、チェコ、スウェーデン 

 (3) アメリカ：米国、アルゼンチン、メキシコ、カナダ 

 (4) その他の地域：南アフリカ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦 

   

【所在地別セグメント情報】

国内 
(百万円)

アジア・
オセアニア
(百万円)

ヨーロッパ
(百万円)

アメリカ
(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

262,292 151,640 184,676 64,472 4,215 667,298 ― 667,298

 (2) セグメント間 
   の内部売上高 
   又は振替高

68,745 55,441 3,152 4,472 259 132,071 (132,071) ―

計 331,038 207,081 187,828 68,945 4,475 799,369 (132,071) 667,298

営業利益 20,426 20,655 19,854 29 114 61,081 4,513 65,594

国内 
(百万円)

アジア・
オセアニア
(百万円)

ヨーロッパ
(百万円)

アメリカ
(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

198,577 118,943 123,894 49,488 6,999 497,904 ― 497,904

 (2) セグメント間 
   の内部売上高 
   又は振替高

34,895 28,727 5,553 2,786 44 72,007 (72,007) ―

計 233,472 147,671 129,448 52,275 7,043 569,911 (72,007) 497,904

 営業利益又は損失(△) △7,482 15,263 12,424 △3,480 291 17,018 1,340 18,358
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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) 

 
  

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、主要な販売先の所在する地域によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

 (1) アジア・オセアニア：タイ、シンガポール、中国、香港、台湾、インドネシア、オーストラリア、イン

ド、マレーシア 

 (2) ヨーロッパ：ベルギー、ドイツ、フランス、オランダ、スペイン、イタリア、イギリス、ギリシャ、ポル

トガル、ロシア、スウェーデン 

 (3) アメリカ：米国、アルゼンチン、メキシコ、カナダ 

 (4) その他の地域：中近東地域、アフリカ地域 

  

  

  

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・ 
オセアニア

ヨーロッパ アメリカ その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 164,752 175,124 68,769 17,082 425,728

Ⅱ 連結売上高(百万円) 667,298

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

24.7 26.2 10.3 2.6 63.8

アジア・ 
オセアニア

ヨーロッパ アメリカ その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 125,724 117,856 53,221 11,881 308,683

Ⅱ 連結売上高(百万円) 497,904

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

25.3 23.7 10.7 2.4 62.0

(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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