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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 12,358 △49.9 △548 ― △472 ― △262 ―
21年3月期第2四半期 24,657 ― 1,928 ― 1,953 ― 1,166 ―

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 △8.93 ―
21年3月期第2四半期 39.73 ―

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 43,090 17,728 39.9 585.03
21年3月期 41,781 17,822 41.4 589.07

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  17,173百万円 21年3月期  17,290百万円

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  
現時点では平成22年３月期配当予想額は未定であります。 

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

21年3月期 ― 6.00 ― 0.00 6.00
22年3月期 ― 0.00
22年3月期 

（予想）
― ― ―

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 27,000 △31.7 △250 ― △250 ― △250 ― △8.52



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・財務情報等】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 
※業績予想の適切な利用に関する説明、その他の特記事項 
１．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、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいてお
り、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等につい
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。 
２．平成22年３月期の配当予想につきましては、現時点で判断する業績予想を鑑み、未定とさせていただきます。予想額の開示は可能となった時点で速や
かに開示いたします。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 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 29,424,635株 21年3月期  29,424,635株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  69,817株 21年3月期  72,179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 29,354,609株 21年3月期第2四半期 29,353,073株



 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の景気刺激策や金融安定化策などにより、ようやく最

悪期を脱し、景気回復に向けた動きが感じられるようになってまいりました。しかしながら、回復の水準は依然

として水面下に留まっており、民間設備投資、企業業績、雇用等は引き続き厳しい状況で推移いたしました。 

 当社グループの関連するトラック製造業界は、海外市場につきましては、円高等を背景に輸出が伸びず、また

国内市場につきましても、企業収益の悪化による需要の減少等により、国内登録台数は17,858台と前年同期比

51.5％の減少となりました。 

 このような状況のもと、当社グループは前年度後半より始まった急激な減産の影響を受け、第２四半期連結累

計期間における経営成績は、連結売上高123億58百万円（前年同期比49.9％減）、損益面におきましても、減産

の影響が大きく、グループを挙げて引き続き総原価低減活動を推進いたしましたが、連結営業損失は５億48百万

円（同128.4％減）、連結経常損失は４億72百万円（同124.2％減）、連結四半期純損失は２億62百万円（同

122.5％減）となりました。 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

 自動車部品等製造事業は売上高120億89百万円（前年同期比50.4％減）、営業損失は２億29百万円（同109.6％

減）、不動産賃貸事業は売上高２億69百万円（同 増減なし）、営業利益93百万円（同18.0％増）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あります。 

 日本は売上高106億15百万円（前年同期比50.6％減）、営業損失は１億42百万円（同107.2％減）、アジアは売

上高23億１百万円（同51.7％減）、営業利益93百万円（同81.9％減）、北米は売上高２億10百万円（同21.3％

減）、営業損失86百万円（前年同期は営業損失33百万円）となりました。 

  

（１）資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

総資産については、前年度末比3.1％増の430億90百万円（前連結会計年度末は、417億81百万円）となり13億８

百万円増加いたしました。この主な要因は、前年度末に比べ、現金及び預金の増加16億35百万円、受取手形及び

売掛金の増加７億50百万円にたな卸資産の減少３億34百万円、未収還付法人税等の減少４億83百万円及び減価償

却を中心とした有形固定資産の減少３億58百万円を加味したことによるものであります。 

（負債） 

負債については、前年度末比5.9％増の253億61百万円（前連結会計年度末は、239億59百万円）となり14億２百

万円増加いたしました。この主な要因は、前年度末に比べ支払手形及び買掛金の増加３億16百万円、長期借入金

の増加24億87百万円に社債の償還による減少５億70百万円、設備支払手形の減少９億86百万円を加味したことに

よるものであります。 

（純資産） 

純資産については、前年度末比0.5％減の177億28百万円（前連結会計年度末は、178億22百万円）となり93百万

円減少いたしました。この主な要因は、四半期純損失計上等に伴う利益剰余金の減少２億63百万円に、株価上昇

等の影響によるその他有価証券評価差額金の増加１億23百万円を加味したことによるものであります。この結

果、自己資本比率は前年度末41.4％から39.9％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

２．連結財政状態に関する定性的情報
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（２）連結キャッシュ・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38億74百万円となりま

した。当四半期連結累計期間における連結キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 

（営業活動におけるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、前年同期比37.8％減の12億92百万円となりました。この主な要因は、税金等調

整前四半期純損失３億73百万円に、減価償却費11億57百万円、たな卸資産の減少額３億50百万円、仕入債務の増

加額３億20百万円、法人税等の還付額４億46百万円に売上債権の増加額７億50百万円を加味したことによるもの

であります。 

（投資活動におけるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、前年同期比17.8％増の16億40百万円となりました。この主な要因は、自動車部

品等製造事業の設備投資による有形固定資産の取得による支出16億83百万円によるものであります。 

（財務活動におけるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果得られた資金は、19億65百万円（前年同期は９億81百万円の使用）となりました。この主な要因

は、長期借入金及び社債を中心とした有利子負債が合計で20億14百万円増加したことによるものであります。 

  

 今後のわが国経済の見通しにつきましては、最悪期は脱し、景気回復の兆しはあるものの、民間設備投資、企業業

績、雇用等は引き続き厳しい状況であり、また、為替相場の動向や景気の下振れ懸念など不透明な要因もあることか

ら、当社グループの関連するトラック製造業界を取り巻く環境は予断を許さない状況が続くものと予想されます。 

 このような状況のもと当社グループは引き続き総原価低減活動を推進してまいりますが、通期の連結業績予想につ

きましては今後の需要動向が不透明であるため、平成21年９月18日に公表いたしました数値を据え置いております。

 なお、期末の配当金につきましては現時点では未定とし、今後の業績動向を勘案したうえで配当予想額の開示が可

能となり次第、速やかに開示させていただきたいと考えております。  

  

 該当事項はありません。 

  

  

１．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及び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

発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度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っております。  

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

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
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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 3,874,513 2,239,334 

受取手形及び売掛金 6,212,749 5,462,143 

商品及び製品 807,839 808,046 

仕掛品 743,303 977,235 

原材料及び貯蔵品 1,182,771 1,283,006 

未収還付法人税等 57,739 541,701 

繰延税金資産 193,048 253,233 

その他 243,074 365,929 

貸倒引当金 △12,831 △75,101 

流動資産合計 13,302,209 11,855,529 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 16,870,579 16,751,375 

減価償却累計額 △6,714,020 △6,417,043 

建物及び構築物（純額） 10,156,558 10,334,332 

機械装置及び運搬具 23,163,598 22,803,572 

減価償却累計額 △16,638,911 △16,157,091 

機械装置及び運搬具（純額） 6,524,687 6,646,480 

土地 9,940,232 9,942,824 

建設仮勘定 566,854 616,316 

その他 7,290,617 7,103,145 

減価償却累計額 △6,271,136 △6,076,466 

その他（純額） 1,019,481 1,026,678 

有形固定資産合計 28,207,814 28,566,633 

無形固定資産   

ソフトウエア 43,324 44,348 

その他 70,317 68,047 

無形固定資産合計 113,641 112,396 

投資その他の資産   

投資有価証券 715,330 509,036 

出資金 228,716 228,716 

繰延税金資産 383,850 339,467 

その他 199,345 224,333 

貸倒引当金 △12,048 △12,046 

投資損失引当金 △48,416 △42,165 

投資その他の資産合計 1,466,780 1,247,342 

固定資産合計 29,788,235 29,926,371 

資産合計 43,090,445 41,781,901 



（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,905,552 3,588,981 

短期借入金 2,914,656 2,798,078 

1年内償還予定の社債 270,000 740,000 

リース債務 96,247 128,132 

未払法人税等 39,785 160,173 

賞与引当金 319,985 284,374 

設備関係支払手形 367,242 1,354,194 

その他 711,932 681,222 

流動負債合計 8,625,402 9,735,156 

固定負債   

社債 700,000 800,000 

長期借入金 5,962,216 3,474,490 

リース債務 201,589 205,435 

繰延税金負債 189,863 183,169 

再評価に係る繰延税金負債 3,078,026 3,078,026 

退職給付引当金 2,711,370 2,595,560 

長期前受金 531,576 544,810 

長期預り保証金 1,910,316 1,888,365 

長期預り敷金 1,344,000 1,344,000 

その他 107,353 110,367 

固定負債合計 16,736,312 14,224,225 

負債合計 25,361,715 23,959,381 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,617,309 4,617,309 

資本剰余金 250,000 250,000 

利益剰余金 8,056,238 8,319,349 

自己株式 △24,744 △26,050 

株主資本合計 12,898,803 13,160,609 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 35,854 △87,353 

繰延ヘッジ損益 △13,453 △15,269 

土地再評価差額金 4,628,690 4,628,690 

為替換算調整勘定 △376,565 △396,052 

評価・換算差額等合計 4,274,525 4,130,015 

少数株主持分 555,400 531,894 

純資産合計 17,728,729 17,822,519 

負債純資産合計 43,090,445 41,781,901 



（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 24,657,367 12,358,622 

売上原価 21,041,624 11,634,908 

売上総利益 3,615,742 723,714 

販売費及び一般管理費 1,687,714 1,272,048 

営業利益又は営業損失（△） 1,928,028 △548,334 

営業外収益   

受取利息 972 288 

受取配当金 6,418 1,160 

助成金収入 － 143,810 

作業くず売却益 127,623 19,825 

固定資産賃貸料 5,249 1,223 

その他 47,050 43,426 

営業外収益合計 187,314 209,734 

営業外費用   

支払利息 107,199 116,276 

為替差損 48,939 12,708 

その他 6,158 4,900 

営業外費用合計 162,297 133,884 

経常利益又は経常損失（△） 1,953,045 △472,485 

特別利益   

前期損益修正益 － 49,357 

固定資産売却益 592 21 

貸倒引当金戻入額 － 62,268 

特別利益合計 592 111,647 

特別損失   

固定資産売却損 1,062 1,153 

固定資産廃棄損 9,786 4,784 

投資有価証券評価損 19,948 － 

投資損失引当金繰入額 27,816 6,251 

特別損失合計 58,613 12,188 

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（△）

1,895,023 △373,025 

法人税、住民税及び事業税 637,009 11,112 

過年度法人税等戻入額 － △71,257 

法人税等調整額 26,979 △59,572 

法人税等合計 663,989 △119,716 

少数株主利益 64,712 8,775 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,166,321 △262,084 



（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（△） 1,895,023 △373,025 

減価償却費 1,217,181 1,157,810 

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,731 35,802 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △75,000 － 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 51,904 116,205 

受取利息及び受取配当金 △7,391 △1,448 

支払利息 107,199 116,276 

固定資産売却損益（△は益） 470 1,131 

固定資産廃棄損 9,786 4,784 

売上債権の増減額（△は増加） △313,498 △750,519 

たな卸資産の増減額（△は増加） △441,553 350,663 

仕入債務の増減額（△は減少） 498,524 320,310 

未収消費税等の増減額（△は増加） 1,089 151,340 

未払消費税等の増減額（△は減少） △129,765 14,316 

未払金の増減額（△は減少） 86,300 △18,621 

その他 13,785 △192,080 

小計 2,911,327 932,946 

利息及び配当金の受取額 7,373 1,448 

利息の支払額 △89,014 △88,213 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △751,236 446,794 

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,078,451 1,292,975 

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 △1,310,564 △1,683,738 

有形固定資産の売却による収入 145,218 26,054 

無形固定資産の取得による支出 △3,289 △2,665 

投資有価証券の取得による支出 △247,629 △1,800 

貸付けによる支出 △100 △4,460 

貸付金の回収による収入 330 294 

その他 23,774 25,748 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,392,260 △1,640,567 

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 3,030,000 992,840 

短期借入金の返済による支出 △2,428,000 △1,065,720 

長期借入れによる収入 262,250 3,617,000 

長期借入金の返済による支出 △989,461 △959,367 

社債の償還による支出 △470,000 △570,000 

配当金の支払額 △237,957 △2,952 

その他 △148,619 △46,320 

財務活動によるキャッシュ・フロー △981,787 1,965,479 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △14,936 17,290 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △310,533 1,635,178 

現金及び現金同等物の期首残高 1,191,924 2,239,334 

現金及び現金同等物の四半期末残高 881,390 3,874,513 



 該当事項はありません。 

  

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）及び前第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） 

 自動車部品等製造事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額

の合計額に占める割合がいずれも90％超であり、かつ、セグメント別の資産についても前連結会計年度末に

比べて著しい変動がないため、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 事業の区分は社内管理上使用している区分によっております。 

２ 各事業の主な製品等 

(1）自動車部品等製造事業  制動装置（ブレーキ）、エンジン用水ポンプ・油ポンプ、エンジン関連部品 

(2）不動産賃貸事業     ショッピングセンター「つきみ野サティ」 

  

（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〕

  
自動車部品等

製造事業 
（千円） 

不動産 
賃貸事業 
（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  6,811,601  134,617  6,946,218  －  6,946,218

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 －  －  －  －  －

計  6,811,601  134,617  6,946,218  －  6,946,218

営業利益  339,154  47,303  386,457  (208,286)  178,171

  
自動車部品等

製造事業 
（千円） 

不動産 
賃貸事業 
（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  12,089,388  269,234  12,358,622  －  12,358,622

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 －  －  －  －  －

計  12,089,388  269,234  12,358,622  －  12,358,622

営業利益又は営業損失（△）  △229,185  93,824  △135,360  (412,973)  △548,334
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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） 

  

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） 

  

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

 （千円） 
アジア 
（千円） 

北米 
（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  10,970,680  1,661,385  3,820    12,635,885  ―    12,635,885

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 115,258  726,963  145,393  987,615 ( ) 987,615  ―

計  11,085,939  2,388,348  149,213  13,623,501 ( ) 987,615    12,635,885

営業利益又は営業損失（△）  1,045,158  257,980  △23,771  1,279,366 ( ) 282,699    996,666

  
日本 

 （千円） 
アジア 
（千円） 

北米 
（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  5,952,725  890,911  102,581  6,946,218  ―  6,946,218

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 134,512  367,161  1,926  503,599 ( ) 503,599  ―

計  6,087,237  1,258,072  104,508  7,449,818 ( ) 503,599  6,946,218

営業利益又は営業損失（△）  292,256  115,385  △39,753  367,888 ( ) 189,716  178,171

  
日本 

 （千円） 
アジア 
（千円） 

北米 
（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  21,286,319  3,363,164  7,883    24,657,367  ―    24,657,367

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 208,458  1,397,559  259,184  1,865,203 ( ) 1,865,203  ―

計  21,494,778  4,760,724  267,068  26,522,570 ( ) 1,865,203    24,657,367

営業利益又は営業損失（△）  1,975,755  518,528  △33,832  2,460,452 ( ) 532,424    1,928,028

  
日本 

 （千円） 
アジア 
（千円） 

北米 
（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  10,373,016  1,778,988  206,616  12,358,622  ―  12,358,622

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 242,150  522,575  3,450  768,175 ( ) 768,175  ―

計  10,615,167  2,301,564  210,067  13,126,798 ( ) 768,175  12,358,622

営業利益又は営業損失（△）  △142,224  93,895  △86,322  △134,651 ( ) 413,682  △548,334
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  （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 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

アジア：タイ国・中国 

北米 ：米国 

３ 会計処理の方法の変更 

 前第２四半期連結累計期間 

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 「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」１．（1）に記載のとおり、第１四

半期連結会計期間より「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）を

適用しております。これにより、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益

が、「日本」で 千円減少しております。 

 （在外子会社等の資産又は負債の本邦通貨への換算基準） 

 「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」１．（3）に記載のとおり、第１四

半期連結会計期間より、在外子会社等の資産及び負債は在外子会社等の決算日の直物為替相場により、収益

及び費用は期中平均相場により円換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び少数株主持

分に含める方法に変更しております。これにより、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累

計期間の外部顧客に対する売上高は「アジア」で 千円、「北米」で 千円それぞれ増加し、営業利

益は「アジア」で 千円増加し、「北米」においては営業損失が 千円減少しております。 

４ 追加情報 

 前第２四半期連結累計期間 

 （有形固定資産の耐用年数の変更） 

 「追加情報」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、法人税法改正を契機として、経済的耐用年数

を見直したことにより、機械装置については、従来、耐用年数を２～11年としておりましたが、第１四半期

連結会計期間より２～９年に変更しております。 

 これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益は、「日本」で 千円減少しております。 

65,976

139,491 704

17,573 2,270

50,595
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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） 

  

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、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 

北米   ：米国 

アジア  ：タイ国・中国 

ヨーロッパ：スペイン 

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。 

４ 会計処理の方法の変更 

 前第２四半期連結累計期間 

 （在外子会社等の資産又は負債の本邦通貨への換算基準） 

 「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」１．（3）に記載のとおり、第１四

半期連結会計期間より、在外子会社等の資産及び負債は在外子会社等の決算日の直物為替相場により、収益

及び費用は期中平均相場により円換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び少数株主持

分に含める方法に変更しております。これにより、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累

計期間の売上高は「北米」で 千円、「アジア」で 千円それぞれ増加しております。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕

  北米 アジア ヨーロッパ 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  311,909  1,856,614  10,770  2,179,294

Ⅱ 連結売上高（千円）        12,635,885

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 2.4  14.7  0.1  17.2

  北米 アジア ヨーロッパ 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  320,351  1,211,556  7,086  1,538,994

Ⅱ 連結売上高（千円）        6,946,218

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 4.6  17.4  0.1  22.1

  北米 アジア ヨーロッパ 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  565,509  3,674,769  22,599  4,262,879

Ⅱ 連結売上高（千円）        24,657,367

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 2.3  14.9  0.1  17.3

  北米 アジア ヨーロッパ 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  569,513  2,032,871  9,508  2,611,892

Ⅱ 連結売上高（千円）        12,358,622

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 4.6  16.4  0.1  21.1

704 139,491

（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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