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1.  平成21年12月期第3四半期の連結業績（平成21年1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 ％

21年12月期第3四半期 6,072 ― △117 ― △509 ― △490 ―
20年12月期第3四半期 9,513 32.9 537 △19.9 221 △59.2 271 136.1

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

21年12月期第3四半期 △8,501.86 ―
20年12月期第3四半期 4,703.17 4,693.58

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

21年12月期第3四半期 12,806 1,874 14.5 32,236.00
20年12月期 13,429 2,506 18.6 43,173.14

（参考） 自己資本   21年12月期第3四半期  1,861百万円 20年12月期  2,492百万円

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  
平成21年12月期の配当予想は未定であります。 

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

20年12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年12月期 ― 0.00 ―
21年12月期 

（予想）
― ―

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12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 9,300 △21.6 300 △39.2 100 ― 50 ― 865.95

               



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４ページ定性的情報・財務諸表等４．その他（２）をご覧下さい。 

(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４ページ定性的情報・財務諸表等４．その他（３）をご覧下さい。 

(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 
１．平成21年２月24日に公表いたしました連結業績予想は修正しておりません。 
２．本資料の業績見通し等の将来に関する記述は、当社グループが入手している情報並びに一定の前提条件に基づいており、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。 
３．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準
適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年12月期第3四半期 57,740株 20年12月期  57,740株
② 期末自己株式数 21年12月期第3四半期  ―株 20年12月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第3四半期 57,740株 20年12月期第3四半期 57,740株

               



 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済対策も奏功し景気は下げ止まりの気配を見せており

ます。しかしながら消費者の財布の紐は依然固く、失業率も高止まりしたままと予断の許せない状況は継続しており

ます。低価格をベースに相次ぐ販促策や高機能やエコをキーワードに活況な企業も一部にはありますが、多くの企業

は在庫調整やリストラクチャリング等の痛みを伴う対策の結果、かろうじて収支均衡の状態に何とか持っている状況

であります。 

 こういった状況下、当社グループは第２四半期後半からの受注の回復により業績は堅調に推移いたしました。結 

果、当第３四半期連結累計期間の売上高は6,072,806千円を計上し、営業損失は117,407千円と第２四半期累計期間よ

り464,063千円減少し黒字化まであと一歩のところまで改善いたしました。経常損失は為替差損、支払利息等により 

509,296千円となり、デリバティブ評価益の減少等により当四半期純損失は490,897千円となりました。 

  

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末より623,042千円減少し、12,806,945千円となりまし 

た。これは有形固定資産が主として減価償却により341,209千円減少したことが主因です。前連結会計年度末より負 

債は8,847千円増加しました。短期借入金が1,296,190千円増加し、社債が602,000千円、長期借入金が576,208千円そ

れぞれ減少しております。純資産が損失の発生により631,890千円減少いたしました。  

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比

べ406,913千円減少し、210,561千円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動により、資金は369,029千円の増加となりました。これは主に税金等調整前当期純損失409,235、デリバテ

ィブ評価益230,445千円、売上債権の増加327,981千円などによる資金の減少に対し、減価償却費859,784、為替差損 

175,014千円、法人税等の還付額200,255千円などにより、資金が増加したことによるものであります。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動により、資金は536,159千円の減少となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出549,305千円

によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動により、資金は26,623千円の減少となりました。これは主に短期借入金の純増額1,296,190千円による資 

金の増加に対し、長期借入金の返済による支出1,078,961千円、割賦債務の返済による支出103,357千円、ファイナン

スリース債務の返済による支出137,695千円などにより、資金が減少したことによるものであります。 

  

 平成21年12月期の通期連結業績予想につきましては、為替レート等を除き概ね計画の通りに推移していることか 

ら、平成21年2月24日に開示しました内容を修正いたしません。業績予想を見直す必要が生じた場合は適時その内容 

を開示いたします。 

  

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

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

               



  

 該当事項はありません。 

  

   

１．一般債権の貸倒見積高の算定方法  

 前期に算定した基準を使用して、一般の貸倒見積高を算定しております。 

２．連結会社相互間の債権・債務の相殺消去 

 合理的な範囲内で当該差異の調整を行なわないで債権と債務を消去しております。 

３．未実現損益の消去 

 棚卸資産に占める未実現損益率を合理的に見積り計算し消去しております。  

  

１．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に

  関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財

  務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。なお、第１四半期連結会計期間から「財務諸

  表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第

  50号）附則第７条第１項第５号但し書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しており

  ます。 

  

２．たな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりましたが、第１四半期連結会計

  期間から、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号）を適用しております。これに伴い

  総平均法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。この変更によ

  り、従来の方法によった場合に比べ当第３四半期連結累計期間の売上原価が、83,293千円増加し、営業損 

  失、経常損失はそれぞれ、83,293千円増加し、税金等調整前四半期純損失は83,293千円増加しております。

  

３．従来、当社の有形固定資産の減価償却方法は定率法（建物を除く。）によっておりましたが、第１四半期連

  結会計期間より在外連結子会社が採用している定額法に変更いたしました。 

   この変更は主に、期間損益計算を実態に合わせて適正化を図ることと当社グループの会計処理の統一を目

  的に実施するものであります。当社グループは部品等の内製化を推進し金型投資等を重点的に行なっており

  ます。これらは保守・修繕費等の維持費が安定的に発生するものであることから毎年度の償却額が一定にな

  る定額法の方が期間損益を正しく反映すると判断したものであります。 

   会計処理の統一につきましても当社グループの生産拠点は100％海外にあり、かつ製品の消費先も主力は 

  海外であります。必然的に当社グループの固定資産の海外比率は今後も高まることが予想され、グループ全

  体の中で製造機能を持たず固定資産の比重の小さい当社が在外連結子会社に合わせることがグループ管理に

  資すると判断したものであります。この変更により、従来の方法によった場合に比べ当第３四半期連結累計

  期間の減価償却費が235,010千円減少し、営業損失、経常損失はそれぞれ235,010千円減少し、税金等調整前

  四半期純損失は、235,010千円減少しております。 

  

４．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）を適用し、連結決算上必要な修正を行なっております。なお、この変更による営業 

   損失、経常損失、税金等調整前四半期純損失に与える影響は軽微であります。 

  

追加情報 

（有形固定資産の耐用年数の変更） 

  法人税法の改正に伴い第１四半期連結会計期間より機械装置及び運搬具の耐用年数を変更しております。こ

  れによる利益に与える影響は軽微であります。  

      

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）

（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３四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20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 253,662 643,178

受取手形及び売掛金 2,708,785 2,386,669

製品 370,812 565,158

仕掛品 241,305 221,585

原材料 838,716 583,641

その他 495,785 741,796

貸倒引当金 △68,415 △55,101

流動資産合計 4,840,651 5,086,927

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,402,454 1,473,172

機械装置及び運搬具（純額） 4,429,399 4,779,625

その他（純額） 1,460,933 1,381,199

有形固定資産合計 7,292,787 7,633,997

無形固定資産   

その他 39,667 109,625

無形固定資産合計 39,667 109,625

投資その他の資産   

投資有価証券 240,202 228,396

その他 397,732 380,292

貸倒引当金 △4,095 △9,250

投資その他の資産合計 633,839 599,438

固定資産合計 7,966,294 8,343,060

資産合計 12,806,945 13,429,988

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,068,955 1,148,345

短期借入金 2,694,340 1,398,150

1年内返済予定の長期借入金 1,357,596 1,260,349

1年内償還予定の社債 598,000 602,000

デリバティブ債務 1,423,762 1,654,208

その他 865,161 500,521

流動負債合計 8,007,814 6,563,573

固定負債   

社債 632,000 1,230,000

長期借入金 2,019,940 2,596,148

その他 272,215 533,400

固定負債合計 2,924,155 4,359,548

負債合計 10,931,970 10,923,122

               



（単位：千円）

当第３四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20年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,212,089 2,212,089

資本剰余金 2,647,888 2,647,888

利益剰余金 △2,800,178 △2,309,280

株主資本合計 2,059,800 2,550,697

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △116,663 △128,469

為替換算調整勘定 △81,830 70,588

評価・換算差額等合計 △198,493 △57,880

新株予約権 13,668 14,048

純資産合計 1,874,975 2,506,865

負債純資産合計 12,806,945 13,429,988

               



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 6,072,806

売上原価 4,965,302

売上総利益 1,107,503

販売費及び一般管理費 1,224,910

営業損失（△） △117,407

営業外収益  

受取利息 1,421

受取配当金 6

その他 32,948

営業外収益合計 34,375

営業外費用  

支払利息 145,718

為替差損 253,641

その他 26,905

営業外費用合計 426,264

経常損失（△） △509,296

特別利益  

固定資産売却益 22,621

貸倒引当金戻入額 2,750

デリバティブ評価益 230,445

その他 786

特別利益合計 256,604

特別損失  

固定資産売却損 17,761

固定資産除却損 138,781

特別損失合計 156,543

税金等調整前四半期純損失（△） △409,235

法人税、住民税及び事業税 1,725

法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税
額

△4,627

法人税等調整額 84,563

法人税等合計 81,661

四半期純損失（△） △490,897

               



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 3,120,188

売上原価 2,208,446

売上総利益 911,742

販売費及び一般管理費 447,678

営業利益 464,063

営業外収益  

受取利息 422

その他 9,018

営業外収益合計 9,441

営業外費用  

支払利息 48,301

為替差損 324,321

その他 4,986

営業外費用合計 377,608

経常利益 95,895

特別利益  

固定資産売却益 10,440

貸倒引当金戻入額 1,500

その他 406

特別利益合計 12,346

特別損失  

デリバティブ評価損 479,989

固定資産売却損 17,761

固定資産除却損 27,587

特別損失合計 525,338

税金等調整前四半期純損失（△） △417,095

法人税、住民税及び事業税 580

法人税等調整額 △58,365

法人税等合計 △57,784

四半期純損失（△） △359,310

               



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１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損失（△） △409,235

減価償却費 859,784

固定資産除却損 138,781

デリバティブ評価損益（△は益） △230,445

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8,158

受取利息及び受取配当金 △1,427

支払利息 145,718

為替差損益（△は益） 175,014

有形固定資産売却損益（△は益） △4,860

売上債権の増減額（△は増加） △327,981

たな卸資産の増減額（△は増加） △92,415

未払又は未収消費税等の増減額 32,109

その他の資産の増減額（△は増加） △215,085

仕入債務の増減額（△は減少） 64,965

その他の負債の増減額（△は減少） 185,298

その他 147

小計 328,526

利息及び配当金の受取額 1,427

利息の支払額 △156,896

法人税等の支払額 △4,284

法人税等の還付額 200,255

営業活動によるキャッシュ・フロー 369,029

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △17,397

有形固定資産の取得による支出 △549,305

有形固定資産の売却による収入 28,655

無形固定資産の取得による支出 △3,611

貸付金の回収による収入 5,500

投資活動によるキャッシュ・フロー △536,159

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） 1,296,190

長期借入れによる収入 600,000

長期借入金の返済による支出 △1,078,961

割賦債務の返済による支出 △103,357

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △137,695

社債の償還による支出 △602,000

配当金の支払額 △799

財務活動によるキャッシュ・フロー △26,623

現金及び現金同等物に係る換算差額 △213,159

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △406,913

現金及び現金同等物の期首残高 617,475

現金及び現金同等物の四半期末残高 210,561

               



 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。なお第１四半期連結会計期間から、「財務諸表の用語、様式及び作成

方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号の但

し書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

 当社グループは、同一セグメントに属する各種モーター応用電子部品の開発、製造及び販売を専業としており

ます。したがって、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。  

  

  

当第３四半期連結累計期間 （自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日）  

（注）１．国又は地域は、地理的近隣度により区分しております。 

   ２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

   ３. 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は206,095千円であり、その 

    主なものは、基礎的試験研究費、広告に要した費用及び当社の管理部門にかかる費用であります。 

   ４．会計処理の方法の変更 

    （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

    「４．その他（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」に記載

    されているとおり、通常の販売目的で使用する棚卸資産については、従来、主として総平均法による原 

    価法によっておりましたが、第１四半期連結会計期間から「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）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対 

       照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。この変更に伴 

       い、従来の方法によった場合に比べアジアで営業損失が83,293千円増加しております。 

    （有形固定資産の減価償却方法の変更） 

    「４．その他（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」に記 

       載されているとおり、従来当社の有形固定資産の減価償却方法は定率法（建物を除く。）によっており 

       ましたが、第１四半期連結会計期間より海外連結子会社が採用している定額法に変更いたしました。 

       この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ日本での営業損失が235,010千円減少しております。 

  

（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） 

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 5,580,051  492,754  6,072,806  －  6,072,806

 （2）セグメント間の内部売上高 

      又は振替高 
 396,005  5,994,093  6,390,098  △6,390,098  －

計  5,976,057  6,486,847  12,462,905  △6,390,098  6,072,806

 営業利益又は営業損失（△）  △199,206  281,669  82,463  △199,871  △117,407

               



  

当第３四半期連結累計期間 （自 平成21年１月１日 自 平成21年９月30日） 

（注）１．国又は地域は、地理的近隣度により区分しております。 

   ２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

  （１）アジア・・・中華人民共和国、マレーシア、大韓民国、フィリピン、タイ、中華民国、イスラエル、

                        ベトナム、シンガポール 

            （２）欧 州・・・ドイツ、フランス、スウェーデン、スイス、ハンガリー 

      （３）南 米・・・ブラジル 

      （４）北 米・・・メキシコ、アメリカ 

      （５）その他・・・ニュージーランド 

       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〕

  アジア 欧州 南米 北米 その他 計 

 Ⅰ 海外売上高 

  （千円）  
 4,386,129  24,373  34,526  4,248  1,240  4,450,519

 Ⅱ 連結売上高 

  （千円） 
 －  －  －  －  －  6,072,806

 Ⅲ 連結売上高に占 

  める海外売上高 

  の割合（％） 

 72.2  0.4  0.5  0.0  0.0  73.2

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

               



「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）四半期連結損益計算書 

  

    

  
前第３四半期連結会計期間 
（自 平成20年１月１日 

  至 平成20年９月30日） 
  

区分   

  
金額（千円） 

  

 百分率 

（％）

Ⅰ 売上高      9,513,161  100.0

Ⅱ 売上原価      7,527,971  79.1

売上総利益     1,985,189  20.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費      1,447,831  15.2

 営業利益     537,358  5.7

Ⅳ 営業外収益        

  １．受取利息    3,300     

 ２．受取配当金    6     

 ３．その他    59,228  62,534  0.6

Ⅴ 営業外費用        

 １．支払利息    177,910     

 ２．シンジケートローン 
   手数料  

   28,296     

 ３．為替差損    37,253     

 ４．その他    134,826  378,286  4.0

 経常利益      221,606  2.3

Ⅵ 特別利益    －  －  －

Ⅳ 特別損失    －  －  －

 税引前四半期純利益 
 
 

   221,606  2.3

 法人税、住民税及び事業 
 税 

 
 

 88,691     

 法人税等調整額   △138,645  △49,954  △0.5

 四半期純利益      271,561  2.8

         

               



（２）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前第３四半期連結会計期間 
（自 平成20年１月１日 

  至 平成20年９月30日） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 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  221,606

 減価償却費  676,926

 貸倒引当金の増加額（減少△）    △7,643

 賞与引当金の増加額（減少△）  △33,140

 受取利息及び受取配当金  △3,306

 支払利息  177,910

 為替差損益（差益△）  37,253

 売上債権の増減額（増加△）  447,275

 たな卸資産の増減額（増加△）  6,517

  仕入債務の増減額（減少△）  △469,591

  未収消費税等の増減額（増加△）  37,930

  その他資産の増減額（増加△）  203,914

  その他負債の増減額（減少△）  469,663

小計  1,765,316

 利息及び配当金の受取額  1,728

 利息の支払額  △71,664

 法人税等の支払額  △424,401

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,270,978

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

 定期預金の預入による支出  △17,340

 有形固定資産の取得による支出  △1,010,380

 有形固定資産の売却による収入  96,062

 その他投資の増減額（増加△）  21,281

投資活動によるキャッシュ・フロー  △910,376

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入金の増減額（減少△）  △2,054,550

 長期借入金による収入  1,900,000

 長期借入金の返済による支出  △793,481

 社債の発行による収入  1,500,000

 社債の償還による支出  △358,000

 配当金の支払額  △144,350

財務活動によるキャッシュ・フロー  49,619

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △19,320

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△減少）  390,901

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  618,692

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高  1,009,594

               



前第３四半期連結会計期間（平成20年１月１日～９月30日） 

 当社グループは、同一のセグメントに属する各種モータ応用電子部品の開発、製造及び販売を専業としてお

ります。したがって、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。  

  

前第３四半期連結累計期間（平成20年１月１日～９月30日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近隣度により区分しております。 

    ２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

      アジア・・・中華人民共和国 

前第３四半期連結累計期間（平成20年１月１日～９月30日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近隣度により区分しております。 

     ２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

      （１）アジア・・・中華人民共和国、マレーシア、大韓民国、中華民国 

      （２）欧州・・・ドイツ、スウェーデン、フランス、フィンランド、スイス、ハンガリー、イギリス 

      （３）南米・・・ブラジル 

      （４）北米・・・アメリカ、メキシコ、カナダ 

      （５）その他・・・ニュージーランド 

    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。  

  

  

（３）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） 
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  8,470,498  1,042,662  9,513,161  －  9,513,161

 （2）セグメント間の内部売上高 

     又は振替高 
 670,744  8,801,973  9,472,718  (9,472,718)  －

計  9,141,243  9,844,636  18,985,879  (9,472,718)  9,513,161

営業費用  8,599,883  9,737,820  18,337,704  (9,361,901)  8,975,802

営業利益（又は営業損失）  541,359  106,815  648,174  (110,816)  537,358

〔海外売上高〕

  アジア 欧州 南米 北米 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  3,943,322  23,169  251,311  2,713  454  4,220,972

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － － －  9,513,161

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 41.5  0.2  2.7  0.0  0.0  44.4

６．その他の情報
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