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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 12,796 △60.7 △717 ― △586 ― △1,068 ―
21年3月期第2四半期 32,576 ― 1,772 ― 1,984 ― 990 ―

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 △38.80 ―
21年3月期第2四半期 35.95 ―

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 33,635 16,610 47.4 579.28
21年3月期 34,911 17,403 48.1 609.78

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  15,954百万円 21年3月期  16,794百万円

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

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
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 30,000 △40.9 △1,100 ― △990 ― △1,530 ― △55.55



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、６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 
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。 
２．平成22年３月期の配当予想につきましては、業績の状況や経営環境の先行きが不透明であることから、今後の業績の動向を見極めつつ検討すること
としており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 27,573,000株 21年3月期  27,573,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  31,429株 21年3月期  30,479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 27,542,171株 21年3月期第2四半期 27,545,017株



当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、米国の金融危機に端を発した世界的な景気後退が

続く状況下で、各国政府による経済対策の効果や在庫調整の進展により、輸出・生産等に持ち直しの兆し

が見られるものの、企業収益の悪化に伴い設備投資が減少し、雇用情勢の悪化や個人消費の低迷など、景

気は依然として厳しい状況が続いております。 

このような情勢下において、当社グループは、生産体制の効率化・コスト圧縮を徹底して推進すること

により、業績の向上に努めてまいりましたが、景気の落ち込みの影響は大きく、当第２四半期連結累計期

間の売上高は、前年同四半期に比べ197億７千９百万円減少し127億９千６百万円となりました。 

また、損益面におきましては、売上高の大幅な減少の影響を受け、営業利益は前年同四半期に比べ24億

９千万円減少し、７億１千７百万円の営業損失となりました。経常利益も前年同四半期に比べ25億７千１

百万円減少し、５億８千６百万円の経常損失となりました。四半期純利益は前年同四半期に比べ20億５千

８百万円減少し10億６千８百万円の四半期純損失となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

  

① エンジン部品事業 

建設機械市場において、中国や一部の新興国で需要回復の兆しが見られたものの、日・米・欧の先

進諸国では長引く景気低迷により先行き不透明感が依然として強く、建設投資が引き続き低水準に推

移しており、全体としての需要は前年同四半期に比べ大幅に減少しました。 

このような環境のもと、売上高は前年同四半期に比べ119億３百万円減少し、51億７百万円となり

ました。損益面では、売上高の大幅な減少の影響により、営業利益は前年同四半期に比べ10億５千３

百万円減少し、３億９千４百万円の営業損失となりました。 

  

② 自動車用部品事業 

トラック市場におきましては、国内市場は長引く景気低迷の影響により先行き不透明感が強く、前

年同四半期比で需要は大幅に減少しました。海外市場は中国を中心とした新興国で需要の回復傾向が

見られたものの、米州・欧州の先進諸国では長引く景気低迷の影響により、前年同四半期比で需要が

大幅に減少した結果、売上高は前年同四半期に比べ78億７千４百万円減少し、75億９千１百万円とな

りました。損益面では、売上高の大幅な減少により、営業利益は前年同四半期に比べ13億７千６百万

円減少し、３億４千６百万円の営業損失となりました。 

  

③ その他事業 

売上高は前年同四半期に比べ２億７千３百万円減少し、２億３千４百万円となりました。営業利益

は前年同四半期に比べ５千６百万円減少し、１千６百万円となりました。 

  

・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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所在地別セグメントの業績については、次のとおりであります。 

  

① 日本 

トラック市場におきましては、長引く景気低迷により企業の設備投資が減少したことにより国内、

海外ともに需要は前年同四半期を大幅に下回りました。建設機械市場におきましては、一部の新興国

で需要回復の兆しが見られるものの、先進諸国では長引く景気低迷により先行き不透明感が依然とし

て強く、建設投資が引き続き低水準に推移しており、需要は国内、海外ともに前年同四半期を大幅に

下回りました。このような環境のもと、売上高は前年同四半期に比べ180億３千１百万円減少し、108

億１千２百万円となりました。一方、損益面では、売上高の大幅な減少の影響により、営業利益は前

年同四半期に比べ19億３百万円減少し、８億２千７百万円の営業損失となりました。 

  

② アジア 

タイ及びインドネシア向け自動車用部品の売上高が減少したこと等により、売上高は前年同四半期

に比べ24億３千９百万円減少し、24億２百万円となりました。営業利益は前年同四半期に比べ６億３

百万円減少し、９千７百万円となりました。 

  

流動資産は、前連結会計年度末に比べ10億２千万円減少し、96億１千９百万円となりました。これ

は、主に受取手形及び売掛金が６億８千７百万円増加したものの、現金及び預金が13億８千３百万

円、未収入金が５億１百万円それぞれ減少したことなどによります。  

固定資産は、前連結会計年度末に比べ２億５千５百万円減少し、240億１千５百万円となりまし

た。これは、主にのれんが２億５千１百万円減少したことなどによります。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ１億９百万円増加し、79億８千２百万円となりました。これ

は、未払金が７億８千３百万円、支払手形及び買掛金が２億１千１百万円それぞれ減少したものの、

短期借入金が10億１千万円、未払法人税等が１億５千５百万円それぞれ増加したことなどによりま

す。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べ５億９千１百万円減少し、90億４千２百万円となりました。

これは、主に長期借入金が６億５千万円減少したことなどによります。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ７億９千３百万円減少し、166億１千万円となりました。

これは、主に利益剰余金が11億４千１百万円減少したことなどによります。 

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1)財政状態の変動状況

(資産)

(負債)

(純資産)
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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(以下「資金」という。)は、前連結会計年度

末に比べ13億８千３百万円減少し、17億３千７百万円となりました。 

営業活動の結果減少した資金は７千７百万円となり、前年同四半期末に比べ11億１千１百万円の減

少となりました。  

収入の主な内訳は、減価償却費９億２千７百万円(前年同四半期比４千５百万円減少)、減損損失２

億８千６百万円(前年同四半期比１億４千５百万円の増加)、法人税等の還付額５億１千２百万円(前

年同四半期は７億１千３百万円の支出)であり、支出の主な内訳は、税金等調整前四半期純損失８億

８千万円(前年同四半期は17億９千万円の四半期純利益)、売上債権の増加額５億８千２百万円(前年

同四半期比１億９千５百万円の増加)、仕入債務の減少額３億円(前年同四半期比４千１百万円の増

加)であります。 

投資活動の結果使用した資金は16億９千６百万円となり、前年同四半期末に比べ９億８千３百万円

の支出の増加となりました。 

これは、主に有形固定資産の売却による収入が１億９千１百万円(前年同四半期比１億９千１百万

円の増加)であったものに対して、有形固定資産の取得による支出が18億８千４百万円(前年同四半期

比11億７千５百万円の増加)であったことによるものであります。 

財務活動の結果得られた資金は３億１千５百万円となり、前年同四半期末に比べ３億７千８百万円

の増加となりました。 

これは、主に長期借入金の返済による支出が５億５千５百万円(前年同四半期比２億５千３百万円

の増加)であったものの、短期借入金の純増減額が８億６千７百万円(前年同四半期比５億４百万円の

収入の増加)であったことによるものであります。 

  

通期の連結業績予想につきましては、当第２四半期連結累計期間において、国内、海外の生産ボリュー

ムが堅調に推移したことや、原価低減の進捗、固定費の圧縮等により、平成21年５月14日に公表した業績

予想を下記のように修正いたします。 

 
(注) 実際の業績は今後の様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

  

(2)キャッシュ・フローの状況

(イ) 営業活動によるキャッシュ・フロー

(ロ) 投資活動によるキャッシュ・フロー

(ハ) 財務活動によるキャッシュ・フロー

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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） 29,200 △1,860 △1,830 △2,050 △74.43

今回発表予想（Ｂ） 30,000 △1,100 △990 △1,530 △55.55

増減額（Ｂ－Ａ） 800 760 840 520 ―

増減率（％） 2.7 ― ― ― ―

前期実績(平成21年３月期) 50,790 1,218 1,408 456 16.58
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該当事項はありません。 

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、前連結会計年度末以降において使用した将来

の業績予測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。 

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

 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

(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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１【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 1,737,942 3,121,864

受取手形及び売掛金 5,695,470 5,008,078

製品 513,355 331,983

仕掛品 161,867 159,257

原材料及び貯蔵品 841,222 959,041

その他 669,458 1,060,052

流動資産合計 9,619,317 10,640,278

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） ※１  7,085,196 ※１  7,762,743

土地 10,846,380 10,946,797

その他（純額） ※１  4,924,371 ※１  4,217,080

有形固定資産合計 22,855,949 22,926,620

無形固定資産   

のれん － 251,379

その他 90,715 78,079

無形固定資産合計 90,715 329,458

投資その他の資産 1,069,279 1,015,526

固定資産合計 24,015,943 24,271,606

資産合計 33,635,261 34,911,884

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,873,739 4,085,146

短期借入金 2,386,586 1,375,709

未払法人税等 213,730 58,730

賞与引当金 385,277 389,193

その他 1,122,954 1,964,481

流動負債合計 7,982,287 7,873,261

固定負債   

長期借入金 2,900,000 3,550,480

再評価に係る繰延税金負債 4,103,719 4,103,719

退職給付引当金 1,556,136 1,631,520

その他 482,931 348,999

固定負債合計 9,042,787 9,634,720

負債合計 17,025,075 17,507,981
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（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,331,390 2,331,390

資本剰余金 1,416,546 1,416,546

利益剰余金 6,668,704 7,810,303

自己株式 △11,807 △11,651

株主資本合計 10,404,833 11,546,587

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 86,074 △11,415

土地再評価差額金 5,953,280 5,953,280

為替換算調整勘定 △489,925 △693,648

評価・換算差額等合計 5,549,429 5,248,217

少数株主持分 655,923 609,097

純資産合計 16,610,186 17,403,902

負債純資産合計 33,635,261 34,911,884
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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 32,576,321 12,796,827

売上原価 29,493,209 12,596,764

売上総利益 3,083,112 200,063

販売費及び一般管理費   

運送費 88,513 45,201

給料及び手当 452,111 347,000

賞与引当金繰入額 84,395 57,852

退職給付引当金繰入額 16,911 23,410

減価償却費 40,102 49,643

賃借料 52,151 52,186

租税公課 30,748 18,585

試験研究費 71,075 14,313

のれん償却額 15,517 16,032

その他 458,999 293,690

販売費及び一般管理費合計 1,310,527 917,917

営業利益又は営業損失（△） 1,772,584 △717,854

営業外収益   

受取利息 1,314 2,523

受取配当金 8,207 5,596

スクラップ売却益 246,800 38,212

為替差益 － 83,007

その他 52,187 90,868

営業外収益合計 308,509 220,209

営業外費用   

支払利息 43,595 54,787

為替差損 32,749 －

その他 19,921 34,431

営業外費用合計 96,265 89,218

経常利益又は経常損失（△） 1,984,828 △586,863

特別利益   

固定資産売却益 － 1,023

特別利益合計 － 1,023

特別損失   

固定資産売却損 11,319 396

固定資産除却損 17,285 7,712

減損損失 140,834 286,446

過年度退職給付費用 24,864 －

特別損失合計 194,303 294,554

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（△）

1,790,525 △880,395

法人税、住民税及び事業税 605,142 112,420
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（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) 

法人税等調整額 71,757 24,073

法人税等合計 676,899 136,493

少数株主利益 123,502 51,712

四半期純利益又は四半期純損失（△） 990,122 △1,068,600
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【第２四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

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 16,968,237 7,505,410

売上原価 15,253,903 7,231,533

売上総利益 1,714,333 273,876

販売費及び一般管理費   

運送費 45,991 25,575

給料及び手当 230,357 168,800

賞与引当金繰入額 41,929 28,128

退職給付引当金繰入額 11,039 15,602

減価償却費 20,969 24,237

賃借料 26,803 34,964

租税公課 15,328 11,250

試験研究費 40,617 2,706

のれん償却額 7,758 7,758

その他 232,619 149,157

販売費及び一般管理費合計 673,413 468,181

営業利益又は営業損失（△） 1,040,920 △194,304

営業外収益   

受取利息 1,130 1,691

受取配当金 14 13

為替差益 24,652 63,228

スクラップ売却益 130,401 24,006

その他 34,252 66,642

営業外収益合計 190,451 155,582

営業外費用   

支払利息 23,993 28,852

その他 5,794 16,540

営業外費用合計 29,787 45,392

経常利益又は経常損失（△） 1,201,583 △84,114

特別利益   

固定資産売却益 － 520

特別利益合計 － 520

特別損失   

固定資産売却損 11,319 396

固定資産除却損 10,453 4,812

減損損失 140,834 286,446

過年度退職給付費用 24,864 －

特別損失合計 187,471 291,655

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（△）

1,014,112 △375,248

法人税、住民税及び事業税 249,051 67,231

法人税等調整額 136,117 78,703
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（単位：千円）

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) 

法人税等合計 385,168 145,935

少数株主利益 65,583 22,661

四半期純利益又は四半期純損失（△） 563,360 △543,845
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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（△）

1,790,525 △880,395

減価償却費 972,329 927,107

減損損失 140,834 286,446

のれん償却額 15,517 16,032

退職給付引当金の増減額（△は減少） △73,925 △83,517

受取利息及び受取配当金 △9,521 △8,120

支払利息 43,595 54,787

為替差損益（△は益） 32,749 △83,007

有形固定資産除売却損益（△は益） 28,605 7,085

売上債権の増減額（△は増加） △386,621 △582,087

たな卸資産の増減額（△は増加） △90,508 △5,631

仕入債務の増減額（△は減少） △259,155 △300,793

未払消費税等の増減額（△は減少） △4,907 107,073

その他 △423,433 2,558

小計 1,776,081 △542,461

利息及び配当金の受取額 9,521 8,120

利息の支払額 △37,901 △55,657

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △713,703 512,063

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,033,998 △77,935

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 △709,318 △1,884,639

有形固定資産の売却による収入 － 191,496

投資有価証券の取得による支出 △3,397 △3,324

投資活動によるキャッシュ・フロー △712,715 △1,696,468

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） 363,052 867,567

長期借入金の返済による支出 △301,815 △555,278

自己株式の取得による支出 △370 △155

配当金の支払額 △110,182 －

少数株主への配当金の支払額 △14,047 △22,549

その他 － 25,817

財務活動によるキャッシュ・フロー △63,362 315,402

現金及び現金同等物に係る換算差額 △57,343 75,079

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 200,577 △1,383,921

現金及び現金同等物の期首残高 1,423,998 3,121,864

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  1,624,575 ※  1,737,942
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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) 

  

 
(注) １ 事業の業種等の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各区分の主な製品 

 
３ 会計方針の変更 

 (在外子会社の本邦通貨への換算基準の変更) 

  「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載の通り、第１四半期連結会計期間から在

外子会社の収益及び費用の換算基準を変更しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ

て、当第２四半期連結累計期間の売上高は「自動車用部品事業」が92,471千円増加しております。また、営

業利益は「自動車用部品事業」が15,251千円増加しております。なお、「エンジン部品事業」及び「その他

事業」についてはセグメント情報に与える影響はありません。 

  

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) 

  

 
(注) １ 事業の業種等の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各区分の主な製品 

 
  

(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】

エンジン部品
事業(千円)

自動車用部品
事業(千円)

その他の事業
(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

17,011,688 15,466,205 98,427 32,576,321 ― 32,576,321

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― 409,581 409,581 (409,581) ―

計 17,011,688 15,466,205 508,008 32,985,903 (409,581) 32,576,321

   営業利益 658,802 1,030,669 73,318 1,762,790 9,794 1,772,584

(1) エンジン部品事業 …… 産業用エンジン製造

(2) 自動車用部品事業 …… 駆動・伝動装置部品製造等

(3) その他事業 …………… 福利厚生施設の管理等

エンジン部品
事業(千円)

自動車用部品
事業(千円)

その他の事業
(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

5,107,751 7,591,609 97,467 12,796,827 ― 12,796,827

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― 79 137,302 137,382 (137,382) ―

計 5,107,751 7,591,689 234,769 12,934,210 (137,382) 12,796,827

   営業利益又は 
   営業損失（△）

△394,950 △346,086 16,768 △724,268 6,414 △717,854

(1) エンジン部品事業 …… 産業用エンジン製造

(2) 自動車用部品事業 …… 駆動・伝動装置部品製造等

(3) その他事業 …………… 福利厚生施設の管理等
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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国 

  アジア……タイ、インドネシア 

３ 会計方針の変更 

 (在外子会社の本邦通貨への換算基準の変更) 

   「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載の通り、第１四半期連結会計期間から

在外子会社の収益及び費用の換算基準を変更しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比

べて、当第２四半期連結累計期間の売上高は「アジア」が92,471千円増加しております。また、営業利益は

「アジア」が15,251千円増加しております。なお、「日本」についてはセグメント情報に与える影響はあり

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) 

  

 
(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国 

  アジア……タイ、インドネシア 

  

【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

28,174,207 4,402,114 32,576,321 ― 32,576,321

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

670,460 440,303 1,110,764 (1,110,764) ―

計 28,844,667 4,842,418 33,687,085 (1,110,764) 32,576,321

   営業利益 1,076,358 700,718 1,777,076 (4,491) 1,772,584

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

10,559,813 2,237,013 12,796,827 ― 12,796,827

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

253,137 165,662 418,800 (418,800) ―

計 10,812,950 2,402,676 13,215,627 (418,800) 12,796,827

   営業利益又は 
   営業損失（△）

△827,095 97,631 △729,463 11,609 △717,854

15



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 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

 
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 会計方針の変更 

 (在外子会社の本邦通貨への換算基準の変更) 

  「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載の通り、第１四半期連結会計期間から在

外子会社の収益及び費用の換算基準を変更しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ

て、当第２四半期連結累計期間の売上高は「アジア」が92,471千円増加しております。また、連結売上高に

占める海外売上高の割合は「アジア」が0.2％増加しております。なお、「その他の地域」についてはセグ

メント情報に与える影響ありません。 

  

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) 

  

 
(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 

 
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) 

    該当事項はありません。 

  

【海外売上高】

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 4,402,114 24,480 4,426,594

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 32,576,321

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

13.5 0.1 13.6

(1) アジア …………… タイ、インドネシア

(2) その他の地域 …… アメリカ

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 2,237,013 29,565 2,266,578

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 12,796,827

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

17.5 0.2 17.7

(1) アジア …………… タイ、インドネシア

(2) その他の地域 …… アメリカ

(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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