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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 2,623 △24.0 6 ― 98 ― 53 ―
21年3月期第2四半期 3,453 ― △106 ― △134 ― △215 ―

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 3.36 ―
21年3月期第2四半期 △16.03 ―

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 6,821 184 2.2 9.30
21年3月期 6,843 161 1.9 8.10

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  148百万円 21年3月期  129百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ― 0.00
22年3月期 

（予想）
― 0.00 0.00

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  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 5,195 △11.9 105 ― 159 ― 112 ― 7.03
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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 
上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不安定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の
変化等により、上記予想値と異なる場合があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 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 15,941,740株 21年3月期  15,941,740株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  360株 21年3月期  360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 15,941,380株 21年3月期第2四半期 13,455,380株
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当第２四半期連結累計期間のわが国経済は、輸出や生産の回復基調が見られるものの、企業収益や設備

投資は減少し、厳しい雇用情勢が続くなど、景気は依然として厳しい状況で推移しました。アメリカ経済

は、消費が政策効果の下支えもあり持ち直しの動きを見せたものの、失業率が10%近傍まで上昇するな

ど、引き続き深刻な状況にあります。中国経済は、景気刺激策の効果により、内需を中心に景気が回復し

ております。 

 データプロジェクター市場は、企業収益の悪化を背景に、オフィス向けを中心とした高価格モデルの需

要が低迷する一方で、教育市場を中心とした低価格モデルの需要は好調でした。こうした状況の下、当社

のプロジェクター用反射鏡の販売数量は平成21年６月以後、回復を見せ、ほぼ前年同期なみとなりまし

た。しかしながら高価格モデル向けの結晶化ガラス製が減少し、比較的に安価な耐熱性ガラス製が増加し

たため、売上高は減少しました。フライアイレンズの販売数量はほぼ前年同期なみでしたが、加工工程の

少ない低価格製品が伸びていることなどにより平均単価は低下し、売上高は減少しました。 

 自動車用製品の売上高は、平成21年6月以後、回復傾向にありますが前年同期比では大幅な減少となり

ました。 

 昨年11月以後の急激な景気後退に対応するために平成20年12月に作成した修正中期経営計画に基づき多

能工化による労働生産性の向上、良品率の改善など、既存事業を中心とした原価低減に取り組んでおりま

す。標準作業書の見直しと現場への徹底、改善活動の積み重ねにより良品率が向上したことで原価低減が

進みました。 

 また、新規設備投資の抑制及び前年度に減損損失の計上を行ったことにより生産設備等の償却費負担が

減少しました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の連結業績は、売上高2,623百万円(前第２四半期連結累計期間比

24.0%減)、経常利益98百万円(前第２四半期連結累計期間の経常損失134百万円)、四半期純利益53百万円

(前第２四半期連結累計期間の四半期純損失215百万円)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。 

(照明事業) 

 当第２四半期連結累計期間の売上高は462百万円(前第２四半期連結累計期間比39.8%減)となりました。

一般照明製品は、商業施設用、住宅用のいずれも需要が低迷し、厳しい状況が続きました。自動車用製品

は、販売数量が前年同期比で41.3%減少し、売上高は38.7%減少しました。 

(光学事業) 

 当第２四半期連結累計期間の売上高は1,887百万円(前第２四半期連結累計期間比18.8%減)となりまし

た。プロジェクター用反射鏡は、教育用途を中心としたデータプロジェクター用の需要が回復するととも

に、リアプロジェクションテレビ用の交換需要が堅調なことにより、販売数量は前年同期比で1.1%減少に

とどまりました。比較的安価な耐熱性ガラス製への需要が集中したことで平均単価は下落し、売上高は

20.6%の減少となりました。フライアイレンズは、販売数量が前年同期比で1.1%減少し、売上高は13.4%減

少しました。 

(機能性ガラス・薄膜事業) 

  当第２四半期連結累計期間の売上高は65百万円(前第２四半期連結累計期間比38.6%減)となりました。

景気後退によるセットメーカーの製品開発動向の変化などにより、プロジェクター用ガラス偏光子の採用

が遅れたためガラス偏光子の売上高が減少しました。 

・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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(その他の事業) 

  当第２四半期連結累計期間の売上高は207百万円(前第２四半期連結累計期間比18.0%減)となりました。

平成21年7月以後、紫外線照射装置に使われるエキシマランプの蒸着加工の受注が回復を見せておりま

す。 

  

(資産) 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ273百万円の増加となりました。この主な要因は、受取手形及び

売掛金が357百万円増加したことなどによるものであります。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べ295百万円の減少となりました。 

 この結果、資産合計は、前連結会計年度末に比べ21百万円の減少となりました。 

(負債) 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ592百万円の増加となりました。この主な要因は、短期借入金が

462百万円、１年内返済予定の長期借入金が100百万円増加したことなどによるものであります。 

 固定負債は前連結会計年度末に比べ637百万円の減少となりました。この主な要因は、長期借入金が616

百万円減少したことなどによるものであります。 

 この結果、負債合計は、44百万円減少しました。 

(純資産) 

純資産は、前連結会計年度末に比べ22百万円の増加となりました。この主な要因は、利益剰余金が219

百万円増加した一方で、資本剰余金が165百万円減少したことなどによるものであります。 

 なお、資本剰余金の減少は、平成21年６月27日定時株主総会の決議により、資本剰余金で繰越利益剰余

金の欠損補填をしたことによるものであります。 

  

当第２四半期連結累計期間の業績は、平成21年11月９日付「平成22年３月期第２四半期累計業績予想の

修正及び特別損失の発生に関するお知らせ」で公表の通り、平成21年５月15日に公表した予想に比べて改

善しております。 

 反射鏡は教育市場を中心としたデータプロジェクター用の需要が回復するとともに、リアプロジェクシ

ョンテレビ用の交換需要が堅調であり、自動車用製品も平成21年６月以後は需要が回復傾向であることか

ら当第２四半期連結累計期間の売上高は計画を上回りました。合わせて良品率の向上や経費削減活動が順

調に推移したことにより、計画より早期に当第２四半期連結累計期間での営業利益の黒字化を実現できま

した。 

 しかしながら、反射鏡の需要数量の回復は、比較的安価な耐熱性ガラス製で現れております。既に、新

潟岡本硝子株式会社で耐熱性ガラス製反射鏡の一貫生産体制を構築して効率化を進めておりますが、今後

も一層の原価低減を進めてまいります。 

 世界経済の先行きとそれを受けたクリスマス商戦以降の需要につき不透明さがあるため、平成21年５月

15日に公表した平成22年３月期の通期業績予想を変更しておりません。 

  

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

岡本硝子㈱　(7746) 平成22年３月期　第２四半期決算短信

― 4 ―



該当事項はありません。 
  

棚卸資産の評価方法 

棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積も

り、簿価切下げを行う方法によっております。 

  

該当事項はありません。 

当社グループは、前４期においてリアプロジェクションテレビ需要の急激な落込みにより売上が低

下し、その生産設備の多大な固定費を吸収できなかったことから営業損失を計上しました。当第２四

半期連結累計期間において6,602千円の営業利益を計上しましたが、収益性の改善により安定的な経

営基盤が構築されたとの判断をするには、今後の景気動向や、原価低減策の進捗の慎重な検討が必要

な段階にあります。また、当連結会計年度も受注・売上高の減少が予測されるため当第２四半期連結

会計期間末の借入金残高について約定による返済が困難な状態となっております。これらにより継続

企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 

 このような状況を解消すべく対策を進めておりますが、世界経済は、信用収縮や雇用悪化等により

景気低迷を続けるおそれがあり、当社グループの受注に影響を与える可能性があります。また、当社

グループは国内生産中心である一方で、海外売上高の割合が高く、外国為替相場の変動が当社グルー

プの受注に影響を与える可能性があります。そして、景気や外国為替相場の影響により受注が減少し

た場合には、当社グループの操業度が低くなることで、計画された原価低減が遅れる可能性がありま

す。 

 また、主力金融機関を中心とした大半の金融機関は平成22年３月末までの支援方針を決定し、既に

全取引金融機関が返済期限延長の変更契約に調印をしておりますが、その中には当連結会計期間中に

返済期限が到来し、都度契約更新をしなければならないものがあります。翌連結会計年度の借入金返

済方法については協議を開始した段階であります。 

 このため、現時点では、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ当社グループの損益と

資金繰りに影響を与える可能性があります。 

  

  

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

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等
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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 612,570 472,058

受取手形及び売掛金 940,532 582,790

商品及び製品 328,997 428,845

仕掛品 142,889 172,990

原材料及び貯蔵品 54,585 51,780

その他 70,622 165,944

貸倒引当金 △9,546 △6,914

流動資産合計 2,140,650 1,867,495

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,959,500 2,020,132

機械装置及び運搬具（純額） 1,541,691 1,751,927

土地 708,614 708,614

リース資産（純額） 22,221 23,721

その他（純額） 128,635 121,159

有形固定資産合計 4,360,663 4,625,556

無形固定資産 28,085 30,473

投資その他の資産   

その他 293,778 322,653

貸倒引当金 △1,543 △2,622

投資その他の資産合計 292,234 320,030

固定資産合計 4,680,983 4,976,060

資産合計 6,821,634 6,843,555

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 374,154 358,040

短期借入金 3,024,710 2,562,342

1年内返済予定の長期借入金 787,170 686,535

リース債務 3,151 3,151

未払法人税等 5,770 11,364

賞与引当金 33,875 －

その他 309,858 324,826

流動負債合計 4,538,689 3,946,261

固定負債   

長期借入金 1,806,635 2,422,874

リース債務 20,181 21,757

退職給付引当金 180,798 180,746

負ののれん 59,612 75,163
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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) 

長期未払金 29,871 34,250

その他 1,525 890

固定負債合計 2,098,624 2,735,682

負債合計 6,637,313 6,681,944

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,761,028 1,761,028

資本剰余金 － 165,786

利益剰余金 △1,793,817 △2,013,156

自己株式 △355 △355

株主資本合計 △33,144 △86,697

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △504 △11,835

為替換算調整勘定 181,828 227,655

評価・換算差額等合計 181,323 215,820

新株予約権 9,580 9,205

少数株主持分 26,560 23,282

純資産合計 184,320 161,611

負債純資産合計 6,821,634 6,843,555
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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 3,453,736 2,623,136

売上原価 2,982,085 2,148,784

売上総利益 471,650 474,352

販売費及び一般管理費   

役員報酬 33,159 20,650

給料及び手当 130,582 134,962

賞与 15,793 －

退職給付費用 5,738 5,250

減価償却費 34,133 31,180

賞与引当金繰入額 3,056 6,891

旅費及び交通費 31,370 19,519

支払手数料 56,932 53,907

運賃 45,493 33,652

貸倒引当金繰入額 919 1,525

研究開発費 31,387 23,242

その他 189,447 136,969

販売費及び一般管理費合計 578,014 467,750

営業利益又は営業損失（△） △106,363 6,602

営業外収益   

受取利息 956 877

受取配当金 5,353 4,396

負ののれん償却額 15,551 15,551

為替差益 － 48,090

保険解約返戻金 － 22,049

助成金収入 14,577 61,834

その他 13,429 12,405

営業外収益合計 49,867 165,204

営業外費用   

支払利息 56,736 58,710

為替差損 9,585 －

その他 11,447 14,902

営業外費用合計 77,769 73,613

経常利益又は経常損失（△） △134,265 98,192

特別利益   

固定資産売却益 23,041 1,943

国庫補助金 27,022 －

その他 11,265 5,296

特別利益合計 61,328 7,240
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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) 

特別損失   

固定資産除却損 27,790 8,461

固定資産売却損 － 20,331

固定資産圧縮損 23,596 －

減損損失 54,724 －

投資有価証券売却損 19 7,406

退職特別加算金 － 9,577

その他 1,500 519

特別損失合計 107,631 46,296

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（△）

△180,569 59,136

法人税、住民税及び事業税 14,884 3,954

法人税等調整額 9,435 △377

法人税等合計 24,320 3,576

少数株主利益 10,759 2,006

四半期純利益又は四半期純損失（△） △215,648 53,552
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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（△）

△180,569 59,136

減価償却費 433,318 296,044

負ののれん償却額 △15,551 △15,551

貸倒引当金の増減額（△は減少） 919 1,569

賞与引当金の増減額（△は減少） 18,405 33,875

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,764 51

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △43,493 －

受取利息及び受取配当金 △6,359 △5,274

支払利息 56,736 58,710

為替差損益（△は益） △8,630 △48,090

有形固定資産売却損益（△は益） △23,041 △1,943

国庫補助金受贈益 △27,022 －

固定資産売却損益（△は益） － 20,331

固定資産除却損 27,790 8,461

固定資産圧縮損 23,596 －

減損損失 54,724 －

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） 19 7,406

売上債権の増減額（△は増加） △101,342 △357,698

たな卸資産の増減額（△は増加） 61,717 127,135

仕入債務の増減額（△は減少） 58,913 12,315

その他の資産の増減額（△は増加） △67,064 103,555

その他の負債の増減額（△は減少） 11,573 △27,639

小計 282,407 272,397

利息及び配当金の受取額 6,024 5,274

利息の支払額 △60,429 △60,012

法人税等の支払額 △17,717 △9,363

営業活動によるキャッシュ・フロー 210,285 208,295

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 △53,401 －

投資有価証券の取得による支出 △3,095 △3,056

投資有価証券の売却による収入 1,113 15,329

国庫補助金受贈益 27,022 －

有形固定資産の取得による支出 △257,221 △118,096

有形固定資産の売却による収入 40,270 79,087

無形固定資産の取得による支出 △476 △892

貸付けによる支出 － △433

貸付金の回収による収入 7,104 5,462

その他の支出 △10,412 △421

その他の収入 － 12,950

岡本硝子㈱　(7746) 平成22年３月期　第２四半期決算短信

― 10 ―



（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 △249,098 △10,071

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） △6,198 △21,921

長期借入れによる収入 1,080,000 －

長期借入金の返済による支出 △840,357 △31,314

リース債務の返済による支出 － △1,575

財務活動によるキャッシュ・フロー 233,444 △54,811

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,828 △2,900

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 192,803 140,511

現金及び現金同等物の期首残高 784,465 472,058

現金及び現金同等物の四半期末残高 977,269 612,570
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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） 

当社グループは、前連結会計年度まで４期連続して営業損失を計上しており、当第２四半期連結累計

期間において6,602千円の営業利益を計上したものの、昨年の世界的な景気後退の影響を受け、引き続き

受注・売上高が減少しており、当第２四半期連結会計期間末の借入金残高について約定による返済が困

難な状況にあります。 

 当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しています。 

 当該状況を解消すべく、当社グループは下記の対応策を策定し取り組んでおります。 

  

１）平成20年12月に修正中期経営計画を策定し実行しています（既存事業の収益性改善を中心）。 

①良品率の改善 

・ラインの整流化 

・製品の作り込み 

・作業手順の標準化 

②内製化の推進 

・フライアイ研磨 

・コート加工及び反射鏡孔あけ加工の内製化 

・照明事業の外注加工・部品仕入の内製化 

③多能工化による活人化及び人件費の削減 

・生産本部の組織見直し 

・人員の削減 

・残業ゼロ 

④重点管理費目のコスト削減 

・費目別削減目標と責任者を設定し、進捗管理の徹底 

・複数購買の推進等による価格見直し 

  

２）取引金融機関に対し、借入金返済計画の見直しを要請しております。 

 取引金融機関に対して平成21年１月に修正中期経営計画に基づく借入金返済計画の見直しを要請し

た結果、主力金融機関を中心とした大半の金融機関が平成22年３月末までの支援方針を決定し、返済

期限延長の変更契約に調印しております。平成22年４月以降の返済方法については今後各金融機関と

協議し決定していく方針であります。 

  

 しかし、これらの対応策に関して以下のような状況があります。 

１）・1 当社グループの主力製品である反射鏡・フライアイレンズ・自動車用製品の受注は今後の

経済状況あるいは円・ドルの為替相場の変動によっては下振れする可能性があります。 

   ・2 上記事情により、当社グループの操業度が低くなることで、計画された原価低減が遅れる

可能性があります。 

２）主力金融機関を中心とした大半の金融機関は平成22年3月末までの支援方針を決定し、既に、全

取引金融機関が返済期限延長の変更契約に調印していますが、その中には当連結会計年度中に返

済期限が到来し、都度契約更新をしなければならないものがあります。また、翌連結会計年度の

借入金返済方法について協議を開始した段階であります。 

  

 このため、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。 

 なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な

不確実性の影響を四半期連結財務諸表には反映していません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記
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【事業の種類別セグメント情報】 

  

 

(注) 1. 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

2. 各事業の主な製品 

(1) 照明事業……… 自動車用ヘッドレンズ、自動車用赤外線透過フィルター、照明用グロー
ブ、水銀灯用ガラス、信号灯用ガラス、船舶用ガラス、カラーフィルタ
ー、色温度変換フィルター、コールドミラー等、主として照明用に使用
される工業用ガラス製品の製造販売業務 

(2) 光学事業……… プロジェクター用反射鏡、デンタルミラー、フライアイレンズ、コンデン
サーレンズ、ＵＶ/ＩＲカットガラス、ダイクロイックフィルター等、主
として大画面の映像機器市場向け及びその他高付加価値のガラス製品の
製造販売業務 

(3) 機能性ガラス・薄膜事業………吸収タイプのガラス偏光子等の機能性ガラス製品、プロジェ
クター、センサー、光通信に使用される機能性ガラス製品、バンドパス
フィルター、エッジフィルターなどの機能性薄膜製品等、これまでのガ
ラス・薄膜素材として持ち得なかった特殊機能を持つガラス及び薄膜製
品の製造販売業務 

(4) その他の事業… 自社開発のガラス巻取りロボットシステム、航空機用ガラス、飛行場用ガ
ラス、歯科用うがい鉢、洗濯機用ドアガラス、エキシマランプ加工等の
製造販売業務 

  

【所在地別セグメント情報】 

 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)及び当第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) 

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えるため、所在地別セグメント情報の
記載を省略しております。 

  

(5) セグメント情報

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 

売上高(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 

売上高(千円)

前年同期比
(％)

照明事業 768,922 462,615 △39.8

光学事業 2,324,875 1,887,414 △18.8

機能性ガラス・薄膜事業 106,816 65,563 △38.6

その他の事業 253,122 207,542 △18.0

合計 3,453,736 2,623,136 △24.0
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【海外売上高】 

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、地理的接近度によっております。 

2. 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

（1）欧州…………………ベルギー、チェコ 
（2）アジア………………中国、香港、台湾 
（3）その他の地域………アメリカ 

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) 

  

 

(注)  1. 国又は地域の区分は、地理的接近度によっております。 

2. 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

（1）欧州…………………ベルギー、チェコ 
（2）アジア………………中国、香港、台湾 
（3）その他の地域………アメリカ 

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す。 

  

欧州
(千円)

アジア
(千円) その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高 117,088 1,241,999 4,831 1,363,919

Ⅱ 連結売上高 ― ― ― 3,453,736

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％) 3.39 35.96 0.14 39.49

欧州
(千円)

アジア
(千円) その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高 30,956 1,291,517 2,995 1,325,468

Ⅱ 連結売上高 ― ― ― 2,623,136

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％) 1.18 49.24 0.11 50.53
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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。 

  

(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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