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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 11,101 △30.9 △9 ― △66 ― △206 ―

21年3月期第2四半期 16,062 ― 1,192 ― 1,310 ― 712 ―

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 △10.48 ―

21年3月期第2四半期 31.13 ―

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 22,660 15,488 68.3 787.79
21年3月期 23,211 15,327 66.0 779.60

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  15,488百万円 21年3月期  15,327百万円

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 ― 7.00 ― 5.00 12.00

22年3月期 ― 5.00

22年3月期 
（予想）

― 5.00 10.00

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  
本日付で「特別損失の計上及び平成２２年３月期第２四半期累計期間業績予想との差異並びに通期業績予想の修正に関するお知らせ」を開示しておりま
す。 

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 22,700 △16.8 600 △42.6 600 △35.7 200 △32.7 10.17
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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４ページ「定性的情報・財務諸表等」４．その他（２）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４ページ「定性的情報・財務諸表等」４．その他（３）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 

１．平成21年５月14日に公表いたしました業績予想は、本資料において修正をしております。詳細につきましては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、もしくは本日開示いたしました「特別損失の計上及び平成２２年３月期第２四半期累計期間業績予想との差異並びに通
期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
２．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条件及び業績予想のご利用にあ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覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 有

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 23,446,209株 21年3月期  23,446,209株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  3,785,923株 21年3月期  3,785,887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 19,660,301株 21年3月期第2四半期 22,904,097株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、在庫調整も一段落し政府の経済対策効果等により一部に回復の

兆しも見えましたが、完全失業率の高止まりや急激な円高の影響で輸出関連産業を中心に厳しい状況が続きました。

また、並行して企業の設備投資が大幅に減少していると共に個人消費も依然低迷しており、全体的には景気回復への

道筋が見えないまま大変厳しい経営環境の中で推移いたしました。 

このような経済状況のもと当社グループ（当社及び連結子会社）は、生産・販売効率の強化をはじめ、人件費の圧

縮、徹底的な経費削減と不良率の低減を積極的に行いましたが、当第２四半期連結累計期間の売上高は111億１百万

円（前年同期比30.9％減）となりました。このうち、海外売上高は26億６千５百万円で、売り上げ全体の24.0％を占

めております。 

収益面におきましては、営業損失は９百万円（前年同期は営業利益11億９千２百万円）、経常損失は６千６百万円

（前年同期は経常利益13億１千万円）、四半期純損失は２億６百万円（前年同期は四半期純利益７億１千２百万円）

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。  

①産業用資材 

主力の工業用品部門は依然として自動車メーカーの減産や在庫調整の影響があり、前年に比べ大幅な減収減益とな

りました。電気材料部門につきましては電力及び情報通信におけるインフラ関連部品の需要が堅調だったものの前年

並みに推移し、前年に比べ僅かながら増収増益となりました。印刷材料部門につきましては海外からの受注は多いも

のの折からの円高により国内受注を優先したため前年に比べ大幅な減収となりましたが、固定費削減に努めた結果増

益となりました。制御機器部門及び引布加工品部門につきましては各業界の市場低迷と在庫調整が依然続いており、

前年に比べ各々減収減益となりました。 

この結果、売上高は81億７百万円（前年同期比29.7％減）となり、営業損失は１億２千１百万円（前年同期は営業

利益５億４千６百万）となりました。 

②スポーツ用品  

アウトドア用品部門においては新ブランド「ＳＡＬＥＷＡ」（サレワ）の発表、ゴルフ用カーボンシャフト部門に

おいては「Ｍｏｔｏｒｅ Ｓｐｅｅｄｅｒ」（モトーレ スピーダー）並びに「Ｍｏｔｏｒｅ Ｆ１」（モトーレ 

エフワン）の発売を開始いたしました。しかしながら依然として個人消費の低迷が根強く、前年に比べ各々減収減益

となりました。 

この結果、売上高は26億９千７百万円（前年同期比35.7％減）となり、営業利益は２億９千４百万円（前年同期比

66.6％減）となりました。 

③物流  

物流部門では、第１四半期連結期間に引き続き景気低迷で荷主の出荷量が減少したことに加え、燃料代上昇の影響

を受け、前年に比べ減収減益となりました。 

この結果、売上高は３億４千９百万円（前年同期比15.3％減）となり、営業利益は２千７百万円（前年同期比

26.7％減）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。 

①日本 

主力の自動車部品関連製品部門をはじめとして、振動関連製品部門等の売上の減少が依然として大きく、またゴル

フ用カーボンシャフト部門においても、市場悪化が依然として大きく影響し、前年に比べ減収減益となりました。 

この結果、売上高は96億２千７百万円（前年同期比29.1％減）となり、営業利益は２億９千万円（前年同期比

79.8％減）となりました。 

②北米  

北米市場は、ゴルフ用カーボンシャフトの売上の減少が依然として大きく、また、自動車関連製品部門や印刷材料

部門においても市場の不振が継続しており減収減益となりました。 

この結果、売上高は13億１百万円（前年同期比45.9％減）となり、営業損失は８千９百万円（前年同期は営業損失

７千９百万円）となりました。 

③アジア  

ベトナム子会社においては、ゴルフ用カーボンシャフトの受注の減少が依然として大きく減収となりました。しか

しながら、経費削減の効果が収益に貢献したため増益となりました。一方で中国子会社においては、産業用資材関連

の減産の影響により、減収減益となりました。 

この結果、売上高は８億３千８百万円（前年同期比27.0％減）となり、営業利益は１千２百万円（前年同期比

85.6％減）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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 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比較し、５億５千１百万円減少の226億６千万円と

なりました。また、負債合計は前連結会計年度末と比較し、７億１千２百万円減少の71億７千１百万円となりまし

た。純資産は154億８千８百万円となり、以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末の66.0％から68.3％に増加

となりました。   

（キャッシュ・フローの状況）  

 当第２四半期連結会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、前連結会計年度末に比べ

４億１千３百万円増加し、32億８千３百万円となりました。 

 当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、固定資産臨時償却費の計上などにより

税金等調整前当期純利益が大幅に減少し損失となりましたが、売上債権及び棚卸資産の増減が減少に転じたこと、法

人税等の支払額が減少したことなどにより、前年同期比46.8％増の11億７千６百万円の増加となりました。 

 当第２四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が減少

したことなどにより、前年同期比6.3％減の４億１千５百万円の減少となりました。 

 当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、自己株式の取得による支出が大幅に減

少し、また長期借入金による収入の増加や配当金の支払額の減少などがありましたが、短期借入金の返済を進めたこ

となどにより、３億７千２百万円の減少（前第２四半期連結累計期間は２億１千８百万円の増加）となりました。 

  

平成21年７月29日付けで「事業再編に伴う新工場等の建設及び工場移転に関するお知らせ」を発表しました。これ

らにより大宮工場閉鎖に伴い除却損発生が予測される固定資産について臨時償却として特別損失に計上し、平成21年

５月14日に平成22年３月期決算短信の中で公表した平成22年３月期の連結業績予想を下表のとおり修正いたしまし

た。 

（連結・通期）  

なお、詳細な内容につきましては、本日付けで開示した「特別損失の計上及び平成２２年３月期第２四半期累計期

間業績予想との差異並びに通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

  

該当事項はありません。 

①固定資産の定率法に基づく減価償却費については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度に係る減

価償却費の額を期間按分して算定しております。  

②法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定にあたり、加味する加減算項目や税額控除項目を重要

なものに限定しております。 

  表示方法の変更 

   （四半期連結損益計算書関係） 

 前第２四半期連結累計期間において、営業外収益の「その他」に含めておりました「受取賃貸料」は、金銭的

重要性が増したため区分掲記しております。 

 なお、前第２四半期連結累計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「受取賃貸料」は26百万円でありま

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

  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） 22,700 600 600 400 20 35 

今回修正予想（Ｂ） 22,700 600 600 200 10 17 

増減額（Ｂ－Ａ） － － － △200 －   

増減率（％） － － － △50.0 －   

前期実績 27,293 1,045 932 297 13 88 

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 3,283,432 2,869,796

受取手形及び売掛金 5,753,512 6,476,262

商品及び製品 1,336,889 1,479,430

仕掛品 1,537,123 1,474,712

原材料及び貯蔵品 367,316 458,678

繰延税金資産 267,010 270,162

その他 622,494 407,893

貸倒引当金 △19,121 △20,803

流動資産合計 13,148,658 13,416,132

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,741,237 1,945,979

機械装置及び運搬具（純額） 2,685,259 2,872,002

土地 2,631,951 2,629,496

建設仮勘定 92,449 94,136

その他（純額） 328,183 359,310

有形固定資産合計 7,479,082 7,900,925

無形固定資産 195,308 180,296

投資その他の資産 1,862,324 1,742,010

貸倒引当金 △25,104 △27,603

固定資産合計 9,511,611 9,795,628

資産合計 22,660,270 23,211,760

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,830,719 1,752,408

短期借入金 2,240,060 2,532,500

未払法人税等 101,937 142,987

賞与引当金 283,172 282,744

その他 694,110 1,139,972

流動負債合計 5,150,001 5,850,613

固定負債   

長期借入金 1,066,840 1,065,625

繰延税金負債 286,801 306,105

退職給付引当金 511,588 505,632

その他 156,762 156,555

固定負債合計 2,021,992 2,033,917

負債合計 7,171,993 7,884,531
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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 3,804,298 3,804,298

資本剰余金 3,230,719 3,230,719

利益剰余金 9,796,951 10,101,450

自己株式 △1,556,342 △1,556,330

株主資本合計 15,275,627 15,580,137

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 157,109 34,714

繰延ヘッジ損益 － △3,357

為替換算調整勘定 55,539 △284,264

評価・換算差額等合計 212,648 △252,907

純資産合計 15,488,276 15,327,229

負債純資産合計 22,660,270 23,211,760

6

藤倉ゴム工業㈱（5121）　平成22年３月期　第２四半期決算短信



（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 16,062,633 11,101,012

売上原価 11,953,365 8,867,255

売上総利益 4,109,267 2,233,756

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 218,228 154,190

給料及び手当 859,496 760,445

賞与引当金繰入額 101,704 82,610

役員退職慰労引当金繰入額 1,172 －

退職給付費用 56,483 74,189

減価償却費 44,354 46,318

開発研究費 206,359 183,096

その他 1,428,852 942,023

販売費及び一般管理費合計 2,916,652 2,242,874

営業利益又は営業損失（△） 1,192,615 △9,117

営業外収益   

受取利息 8,870 2,345

受取配当金 47,705 17,199

受取賃貸料 － 25,726

為替差益 84,311 －

その他 73,781 46,483

営業外収益合計 214,669 91,755

営業外費用   

支払利息 24,261 16,249

賃貸収入原価 19,922 19,147

貸倒引当金繰入額 21,533 －

為替差損 － 83,527

その他 31,093 29,754

営業外費用合計 96,810 148,679

経常利益又は経常損失（△） 1,310,474 △66,041

特別利益   

投資有価証券売却益 3,201 －

貸倒引当金戻入額 4,742 3,485

特別利益合計 7,943 3,485

特別損失   

固定資産臨時償却費 － 140,716

投資有価証券評価損 － 2,173

その他 － 560

特別損失合計 － 143,449

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（△）

1,318,418 △206,006

法人税、住民税及び事業税 537,223 96,573

法人税等調整額 85,226 △96,382

法人税等合計 622,450 190

少数株主損失（△） △16,985 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） 712,953 △206,196
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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 8,195,707 5,785,474

売上原価 6,205,653 4,521,857

売上総利益 1,990,054 1,263,617

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 101,144 76,823

給料及び手当 394,122 355,282

賞与引当金繰入額 78,431 53,551

退職給付費用 27,415 34,946

減価償却費 23,323 23,256

開発研究費 99,660 89,184

その他 731,663 462,268

販売費及び一般管理費合計 1,455,763 1,095,312

営業利益 534,291 168,305

営業外収益   

受取利息 5,823 806

受取配当金 677 668

受取賃貸料 － 12,875

為替差益 12,081 －

受取保険金 － 10,000

その他 30,071 23,569

営業外収益合計 48,653 47,920

営業外費用   

支払利息 15,662 7,465

賃貸収入原価 8,724 8,828

貸倒引当金繰入額 10,677 －

為替差損 － 92,285

その他 19,587 15,882

営業外費用合計 54,651 124,462

経常利益 528,293 91,762

特別利益   

投資有価証券評価損戻入益 － 244

貸倒引当金戻入額 4,506 894

特別利益合計 4,506 1,139

特別損失   

固定資産臨時償却費 － 140,716

その他 － 560

特別損失合計 － 141,276

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（△）

532,799 △48,374

法人税、住民税及び事業税 427,762 64,622

法人税等調整額 △71,747 △166,265

法人税等合計 356,015 △101,643

少数株主損失（△） △14,105 －

四半期純利益 190,889 53,268
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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（△）

1,318,418 △206,006

減価償却費 656,873 602,703

固定資産臨時償却費 － 140,716

貸倒引当金の増減額（△は減少） 17,307 △5,300

賞与引当金の増減額（△は減少） 7,423 427

退職給付引当金の増減額（△は減少） 58,532 105,938

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △30,544 －

受取利息及び受取配当金 △56,576 △19,545

支払利息 24,261 16,249

為替差損益（△は益） △21,280 136,878

投資有価証券売却損益（△は益） △3,201 45

投資有価証券評価損益（△は益） 579 2,173

有形固定資産除却損 4,199 491

売上債権の増減額（△は増加） △438,688 767,950

たな卸資産の増減額（△は増加） △132,516 210,260

前払費用の増減額（△は増加） △22,929 △33,084

その他の流動資産の増減額（△は増加） 1,006 △141,475

仕入債務の増減額（△は減少） 53,532 24,565

未払金の増減額（△は減少） △29,402 △237,336

未払費用の増減額（△は減少） 32,916 △41,484

その他の流動負債の増減額（△は減少） 13,824 △36

未払消費税等の増減額（△は減少） △12,828 △18,593

その他の固定負債の増減額（△は減少） △73,238 5,096

その他の負債の増減額（△は減少） △28,052 △27,018

その他 △353 489

小計 1,339,262 1,284,104

利息及び配当金の受取額 56,520 19,738

利息の支払額 △25,968 △16,250

法人税等の支払額 △567,975 △110,656

営業活動によるキャッシュ・フロー 801,838 1,176,936
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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) 

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 △437,724 △350,993

有形固定資産の売却による収入 1,610 225

無形固定資産の取得による支出 △22,289 △24,480

投資有価証券の取得による支出 △416 △14,264

投資有価証券の売却による収入 11,701 250

貸付けによる支出 △33,840 △28,431

貸付金の回収による収入 12,224 5,415

その他の支出 △4,953 △18,802

その他の収入 29,721 15,209

投資活動によるキャッシュ・フロー △443,966 △415,870

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） 1,937,835 △561,729

長期借入れによる収入 － 292,289

自己株式の取得による支出 △1,555,180 △11

配当金の支払額 △164,113 △98,301

リース債務の返済による支出 － △5,014

財務活動によるキャッシュ・フロー 218,541 △372,768

現金及び現金同等物に係る換算差額 △20,556 25,337

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 555,857 413,635

現金及び現金同等物の期首残高 2,002,338 2,869,796

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,558,196 3,283,432
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 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）                （単位：千円） 

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）                （単位：千円） 

 （注）１ 事業区分は、ゴム機能を生かした生産者向け製品の事業としての産業用資材事業、消費者向け製品の事業と

してのスポーツ用品事業及び物流事業に区分しております。 

２ 各事業の主な製品 

(1）産業用資材  ・・・・・ 工業用精密ゴム部品・電気絶縁材料・電気接続材料・印刷用ブランケット・

各種加工品・各種ゴム引布 

(2）スポーツ用品 ・・・・・ シューズ、ウェアなどのアウトドア用品・ゴルフ用カーボンシャフト 

(3）物流     ・・・・・ 物品の輸送及び保管 

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」２．(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。これによるセグメント情報に与える影響はありません。  

 （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） 

「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」２．(2)に記載のとおり、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 平成18年５月17日）を適用しております。これによるセグメント情報に与える影響は軽微であり

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、法人税法の改正による法定耐用年数の変更を契機として耐用年数を見直し、第１

四半期連結会計期間より、当社及び国内連結子会社は、既存の減価償却資産を含め機械装置の耐用年数を10

年から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「産業用資材」が

19,703千円減少しております。 

 （返品調整引当金） 

追加情報に記載のとおり、㈱キャラバンは返品実績率が低下したことにより、第１四半期連結会計期間より

（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〕

  産業用資材 スポーツ用品 物流 計 消去または全社 連結

売上高   

(1）外部顧客に対する売上高  11,526,515  4,195,276  340,841  16,062,633  －  16,062,633

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  72,145  72,145 (72,145)  －

計  11,526,515  4,195,276  412,987  16,134,779 (72,145)  16,062,633

営業利益  546,545  882,477  37,311  1,466,335 (273,719)  1,192,615

  産業用資材 スポーツ用品 物流 計 消去または全社 連結

売上高   

(1）外部顧客に対する売上高  8,107,926  2,697,514  295,571  11,101,012  －  11,101,012

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －       －  54,234  54,234 (54,234)  －

計  8,107,926  2,697,514  349,805  11,155,246 (54,234)  11,101,012

営業利益（△損失）  △121,776  294,880  27,338  200,442 (209,560)  △9,117
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返品調整引当金は計上しておりません。これによるセグメント情報に与える影響は軽微であります。 

５ 連結会社の消費税等の会計処理は、税抜方式によっているため、当該金額には消費税等は含まれておりませ

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）                （単位：千円） 

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）                （単位：千円） 

 （注）１ 国または地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する国 

(1）北米  ・・・・・ アメリカ 

(2）アジア ・・・・・ 中国、ベトナム 

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」２．(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。これによるセグメント情報に与える影響はありません。  

 （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） 

「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」２．(2)に記載のとおり、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 平成18年５月17日）を適用しております。これによるセグメント情報に与える影響は軽微であり

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、法人税法の改正による法定耐用年数の変更を契機として耐用年数を見直し、第１

四半期連結会計期間より、当社及び国内連結子会社は、既存の減価償却資産を含め機械装置の耐用年数を10

年から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「日本」の営業利益は19,703千

円減少しております。 

 （返品調整引当金） 

追加情報に記載のとおり、㈱キャラバンは返品実績率が低下したことにより、第１四半期連結会計期間より

返品調整引当金は計上しておりません。これによるセグメント情報に与える影響は軽微であります。 

５ 連結会社の消費税等の会計処理は、税抜方式によっているため、当該金額には消費税等は含まれておりませ

ん。 

〔所在地別セグメント情報〕

  日本 北米 アジア 計 消去または全社 連結

売上高   

(1）外部顧客に対する売上高  12,852,287  2,400,985  809,360  16,062,633  －  16,062,633

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 724,174  6,403  339,234  1,069,812 (1,069,812)  －

計  13,576,461  2,407,388  1,148,595  17,132,445 (1,069,812)  16,062,633

営業利益（△損失）  1,434,441  △79,151  88,739  1,444,028 (251,413)  1,192,615

  日本 北米 アジア 計 消去または全社 連結

売上高   

(1）外部顧客に対する売上高  9,338,840  1,299,482  462,689  11,101,012  －  11,101,012

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 288,689  1,969  375,841  666,501 (666,501)  －

計  9,627,529  1,301,452  838,531  11,767,513 (666,501)  11,101,012

営業利益（△損失）  290,238  △89,581  12,761  213,418 (222,536)  △9,117
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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）                （単位：千円） 

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）                （単位：千円） 

 （注）１ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

２ 国または地域の区分の方法及び各区分に属する主な国または地域 

(1）国また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）各区分に属する主な国または地域 

北米     ・・・・・ アメリカ、カナダ 

アジア    ・・・・・ 中国、韓国 

その他の地域 ・・・・・ オランダ 

３ 連結会社の消費税等の会計処理は税抜方式によっているため、当該金額には消費税等は含まれておりませ

ん。 

 該当事項はありません。  

当社は生産効率の向上、競争力の強化及び収益力の増強を進めることが不可欠であると判断し、生産拠点再構築の

一環として小高工場（仮称）及び技術センター（仮称）を建設し、設備の老朽化が進んでいる大宮工場を移転・閉鎖

することを平成21年７月29日の取締役会にて決定をいたしました。 

詳細につきましては、平成21年７月29日に発表した「事業再編に伴う新工場等の建設及び工場移転に関するお知ら

せ」をご確認ください。 

〔海外売上高〕

  北米 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高  2,215,756  1,600,023  321,337  4,137,116

Ⅱ 連結売上高  ―  ―  ―  16,062,633

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
 13.7  9.9  2.0  25.7

  北米 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高  1,243,601  1,167,886  254,317  2,665,806

Ⅱ 連結売上高  ―  ―  ―  11,101,012

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
 11.2  10.5  2.3  24.0

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報
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