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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 60,120 △26.1 719 △45.5 819 △42.9 422 △53.9
21年3月期第2四半期 81,332 6.2 1,319 15.3 1,435 △1.1 916 △27.1

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

22年3月期第2四半期 10.11 ―
21年3月期第2四半期 21.95 ―

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 46,201 11,780 25.2 278.50
21年3月期 43,384 10,843 24.7 256.33

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  11,631百万円 21年3月期  10,705百万円

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  有   

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 120,500 △16.5 1,420 △32.1 1,680 △12.4 920 6.2 22.03
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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  無  

(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 
業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報を前提としているものであり、実際の業績は、今後様々な要因により大きく異なる
場合がありますことをご承知おきください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 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 41,780,000株 21年3月期  41,780,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  16,522株 21年3月期  16,488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 41,763,502株 21年3月期第2四半期 41,763,680株
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①当期の業績の概況 

当第２四半期連結会計期間における我が国経済は、中国を中心としたアジア向け輸出増加や鉱工業生産

の回復等により企業収益の減少テンポは緩やかとなり、景気に持ち直しの動きが見られるようになりまし

た。 

しかしながら、引続き設備投資や住宅建設は減少し雇用情勢は悪化しており、海外景気の下振れ懸念な

どの景気下押しリスクもあるため、依然として厳しい経済状況が続いております。 

このような状況下、当社グループといたしましては、引続き当社グループの得意分野である中国関連取

引を中心に注力分野の強化・深耕に取り組み、事業を推進してまいりましたが、世界同時不況による急速

な需要減少と市況悪化の影響が続いたため、当第２四半期連結累計期間の当社グループの売上高は601億2

千万円（前年同期比26.1％減）、営業利益は7億1千9百万円（同45.5％減）と前年同期を下回る結果とな

りました。 

また、借入金残高等の減少により金融費用が減少し、事業投資先の持分法による投資利益が直前四半期

に比べ回復したものの、売上高減少により、経常利益につきましては8億1千9百万円（同42.9％減）とな

り、四半期純利益につきましては4億2千2百万円（同53.9％減）となりました。 

  

②事業の種類別セグメントの状況 

事業別の状況は次のとおりであります。 

なお、14ページに記載のとおり、当第２四半期連結会計期間より事業区分を変更しておりますので、前年

同四半期連結累計期間実績との比較は、変更後の区分に基づいております。 

  

【化学品関連事業】 

当第２四半期連結会計期間におきましては、塗料・接着剤用薬品や有機溶剤等を中心とした国内取引

は持ち直し傾向が続きましたが、前年度下期に生じた急速な需要減少と市況悪化の影響による在庫調整

の影響から脱しきれず、総じて低調に推移いたしました。 

また、鉱産物・難燃剤関連製品及び無機薬品等の輸入取引も、在庫調整の進展により需要がやや回復

致しましたが、一部の商品を除いては本格化するには至りませんでした。 

石油関連製品の貿易取引及び在中国子会社における石油製品販売は、好調な中国経済を背景に順調に

回復しておりますが、国内石油製品販売は、生産活動の低迷による需要減少が続き低調に推移いたしま

した。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の化学品関連事業の売上高は308億9千4百万円（同31.3％

減）、営業利益は8億9千8百万円（同26.2％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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【合成樹脂関連事業】 

当第２四半期連結会計期間におきましては、自動車部品関連取引、液晶パネル用フィルム関連取引

は、直前四半期に続いてやや持ち直したものの、引続き需要減少と在庫調整の影響が見られたため低調

に推移いたしました。 

また、包装用資材取引や樹脂原料取引等につきましても総じて低迷いたしました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の合成樹脂関連事業の売上高は120億7千万円（同27.8％減）、

営業利益は7千3百万円（同59.3％減）となりました。 

  

【機能建材関連事業】 

当第２四半期連結会計期間におきましては、引続き改修需要が比較的堅調であったため、防水資材取

引は順調に推移いたしました。 

また、断熱材や住宅内装部材の取引は、直前四半期との比較ではやや改善いたしましたが、建築着工

件数が減少するなど建設不況が続く中で、引続き低調な推移をたどりました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の機能建材関連事業の売上高は101億7千8百万円（同15.1％

減）、営業損失は貸倒費用増加のため3千4百万円（同115.8％減）となりました。 

【海外業務関連事業】 

当第２四半期連結会計期間におきましては、水産物等の輸入食料関連取引は前年実績をやや割り込

み、金属製品の輸入取引については、引続き在庫調整等の影響を強く受けたため減少し、硝子製品の輸

入取引も需要減少による低迷が続きました。 

一方、発電用設備部材等の輸出取引は直前四半期に続いて堅調な推移をたどりました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の海外業務関連事業の売上高は69億7千8百万円（同9.3％

減）、営業利益は1億2千7百万円（同22.2％減）となりました。 

  

①資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末比28億1千7百万円増加の462億1百万円とな

りました。 

流動資産は資金需要の減少に伴ない売上債権の流動化を減らしたこともあり、売上債権が大きく増加

し、前連結会計年度末比24億3千2百万円増加の361億2千4百万円となりました。 

固定資産は主に株価の回復等により投資有価証券が増加したため、前連結会計年度末比3億8千4百万円

増加の100億7千6百万円となりました。  

流動負債は主に仕入高の増加に伴い仕入債務が増加したことに加え、短期借入金の増加により、前連結

会計年度末比26億2千3百万円増加の300億8千8百万円となりました。 

固定負債は長期借入金の減少等により前連結会計年度末比7億4千3百万円減少の43億3千3百万円となり

ました。 

また、純資産の部は利益剰余金の増加、株価回復によるその他有価証券評価差額金の増加等により前連

結会計年度末比9億3千6百万円増加の117億8千万円となりました。 

この結果、自己資本比率は25.2％となりました。 

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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②キャッシュ・フローの状況 

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は19億1千5百万円と前第２四半期連結累計期間

と比べ1億6千万円の増加となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、1億6千2百万円（前第２四半期連

結累計期間比4億4千7百万円増）となっております。これは、税金等調整前四半期純利益7億9千3百万円

のうち非現金収支等を調整した後の資金の増加9億4百万円及び仕入債務の増加等による23億7千2百万円

の資金増に対し、売上債権流動化の減少等による資金減31億1千4百万円が生じ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） 

当第２四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、1億5千3百万円（同1億1千3百万円

減）となっております。これは、主に関係会社事業損失に係る支出1億2千万円によるものであります。

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は、9千5百万円（同5億7千4百万円

減）となっております。これは、主に長期借入金の返済による減少2億円及び短期の借入金の純増加1億

7百万円によるものです。 

  

平成21年５月15日に公表いたしました、平成22年３月期の通期業績予想を修正しております。詳細につ

きましては、本日(平成21年11月13日)公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  
  

該当事項はありません。 

  
  

該当事項はありません。 

  
  

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：百万円)

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 1,915 1,976

受取手形及び売掛金 29,230 26,405

商品 4,126 4,084

その他 1,440 1,645

貸倒引当金 △587 △419

流動資産合計 36,124 33,692

固定資産   

有形固定資産 666 687

無形固定資産 48 21

投資その他の資産   

投資有価証券 7,234 6,474

その他 2,800 3,191

貸倒引当金 △672 △682

投資その他の資産合計 9,362 8,983

固定資産合計 10,076 9,691

資産合計 46,201 43,384

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 23,939 21,935

短期借入金 5,359 4,478

未払法人税等 124 198

賞与引当金 34 41

その他 629 810

流動負債合計 30,088 27,464

固定負債   

長期借入金 2,300 3,300

退職給付引当金 261 245

役員退職慰労引当金 117 161

負ののれん 34 38

その他 1,618 1,331

固定負債合計 4,333 5,076

負債合計 34,421 32,541
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(単位：百万円)

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 4,024 4,024

資本剰余金 2,761 2,761

利益剰余金 4,680 4,260

自己株式 △3 △3

株主資本合計 11,461 11,041

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 756 272

繰延ヘッジ損益 △45 △3

為替換算調整勘定 △541 △605

評価・換算差額等合計 169 △336

少数株主持分 148 137

純資産合計 11,780 10,843

負債純資産合計 46,201 43,384
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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：百万円)

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 81,332 60,120

売上原価 76,195 55,689

売上総利益 5,136 4,431

販売費及び一般管理費 3,816 3,712

営業利益 1,319 719

営業外収益   

受取利息 22 16

受取配当金 60 43

負ののれん償却額 5 3

持分法による投資利益 233 125

その他 28 33

営業外収益合計 350 222

営業外費用   

支払利息 122 64

手形売却損 28 13

売掛金売却損 35 12

その他 48 32

営業外費用合計 234 122

経常利益 1,435 819

特別利益   

貸倒引当金戻入額 73 30

その他 1 0

特別利益合計 75 30

特別損失   

固定資産売却損 15 －

投資有価証券評価損 － 25

持分変動損失 － 26

その他 5 4

特別損失合計 21 56

税金等調整前四半期純利益 1,490 793

法人税、住民税及び事業税 481 136

法人税等調整額 80 223

法人税等合計 562 360

少数株主利益 11 10

四半期純利益 916 422
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【第２四半期連結会計期間】 

(単位：百万円)

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 41,564 30,370

売上原価 38,959 28,139

売上総利益 2,605 2,230

販売費及び一般管理費 1,930 2,020

営業利益 674 209

営業外収益   

受取利息 12 8

受取配当金 21 12

負ののれん償却額 2 1

持分法による投資利益 124 119

その他 31 19

営業外収益合計 192 161

営業外費用   

支払利息 66 32

手形売却損 13 6

売掛金売却損 18 5

その他 15 15

営業外費用合計 114 59

経常利益 753 311

特別利益   

貸倒引当金戻入額 49 －

その他 0 0

特別利益合計 49 0

特別損失   

固定資産売却損 4 －

投資有価証券評価損 － 20

ゴルフ会員権評価損 2 －

その他 0 0

特別損失合計 7 21

税金等調整前四半期純利益 794 290

法人税、住民税及び事業税 234 50

法人税等調整額 △7 70

法人税等合計 227 121

少数株主利益 5 5

四半期純利益 562 164
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

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 1,490 793

減価償却費 33 34

負ののれん償却額 △5 △3

持分法による投資損益（△は益） △189 △80

貸倒引当金の増減額（△は減少） △22 169

退職給付引当金の増減額（△は減少） 25 16

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9 △43

賞与引当金の増減額（△は減少） △4 △6

受取利息及び受取配当金 △83 △59

支払利息 122 64

投資有価証券評価損益（△は益） － 6

出資金評価損 － 18

固定資産売却損益（△は益） △1 △0

持分変動損益（△は益） － 26

売上債権の増減額（△は増加） △1,550 △314

売上債権流動化による収入 △62 △2,252

たな卸資産の増減額（△は増加） △377 △12

仕入債務の増減額（△は減少） 927 1,956

その他の流動資産の増減額（△は増加） 22 0

その他投資等の増減額（△は増加） 64 189

その他の流動負債の増減額（△は減少） 18 △125

その他の固定負債の増減額（△は減少） 71 44

その他 △11 △57

小計 478 364

利息及び配当金の受取額 101 90

利息の支払額 △124 △63

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △740 △229

営業活動によるキャッシュ・フロー △285 162

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △2 △6

投資有価証券の売却による収入 10 －

出資金の売却による収入 0 －

有形固定資産の取得による支出 △14 △17

有形固定資産の売却による収入 2 0

短期貸付けによる支出 △1 △0

短期貸付金の回収による収入 55 60

長期貸付けによる支出 △98 △67

関係会社事業損失に係る支出 － △120

その他 9 △3

投資活動によるキャッシュ・フロー △39 △153
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(単位：百万円)

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) 

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） 1,178 107

長期借入れによる収入 1,500 －

長期借入金の返済による支出 △2,200 △200

少数株主への配当金の支払額 － △0

その他 △0 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー 478 △95

現金及び現金同等物に係る換算差額 3 24

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 156 △61

現金及び現金同等物の期首残高 1,598 1,976

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,755 1,915
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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) 

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) 

 
  

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) 

 
  

  

(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】

化学品関連
事業

(百万円)

合成樹脂関
連事業

(百万円)

機能建材関
連事業

(百万円)

石油関連事
業

(百万円)

海外業務関
連事業

(百万円)

計

(百万円)

消去又は 
全社

(百万円)

連結

(百万円)

売上高

(1)外部顧客に対する
売上高

16,473 8,323 6,031 6,685 4,050 41,564 － 41,564

(2)セグメント間の内
部売上高又は振替
高

122 198 4 93 43 463 （463） －

計 16,596 8,521 6,036 6,779 4,094 42,027 （463） 41,564

営業利益 369 86 121 254 62 894 （220） 674

化学品関連
事業

(百万円)

合成樹脂関
連事業

(百万円)

機能建材関
連事業

(百万円)

海外業務関
連事業

(百万円)

計

(百万円)

消去又は 
全社

(百万円)

連結

(百万円)

売上高

(1)外部顧客に対する
売上高

15,938 6,062 5,184 3,184 30,370 － 30,370

(2)セグメント間の内
部売上高又は振替
高

△17 196 2 4 187 （187） －

計 15,920 6,259 5,187 3,189 30,557 （187） 30,370

営業利益又は 
営業損失(△)

420 18 △78 9 368 （159） 209
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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 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっている。 

２ 各区分の主な製品 

 
３ 事業区分の変更 

        第１四半期連結会計期間より、従来「燃料・物資関連事業」に区分しておりました物資関連事業（硝子製品 

    の輸入販売）を「海外業務関連事業」に含めて区分しております。この変更は、連結財務諸表提出会社に 

    おいて、同事業を貿易ビジネスに経験豊富な海外業務部門で所管することが今後の同事業の展開に有用で 

    あると判断し、管理組織の異動を行ったことによるものであります。また、この事業区分の変更に伴い、 

    「燃料・物資関連事業」の名称は「石油関連事業」に変更いたしております。この結果、従来の区分の方法 

    と比較して、当第２四半期連結累計期間の石油関連事業の売上高は、895百万円減少し、営業利益は、13百 

    万円減少しており、海外業務関連事業については、それぞれ同額増加しております。 

  

化学品関連
事業

(百万円)

合成樹脂関
連事業

(百万円)

機能建材関
連事業

(百万円)

石油関連事
業

(百万円)

海外業務関
連事業

(百万円)

計

(百万円)

消去又は 
全社

(百万円)

連結

(百万円)

売上高

(1)外部顧客に対する
売上高

31,924 16,706 11,994 13,012 7,695 81,332 － 81,332

(2)セグメント間の内
部売上高又は振替
高

235 413 10 161 62 884 （884） －

計 32,160 17,120 12,004 13,174 7,757 82,217 （884） 81,332

営業利益 737 180 216 478 164 1,777 （457） 1,319

  事業区分             主要商品

化学品関連事業 有機及び無機工業薬品、石油化学製品、食品添加物、農薬、医薬品、合成ゴ

ム、肥料、難燃剤、炭素製品等

合成樹脂関連事業 合成樹脂原料並びに製品等

機能建材関連事業 硝子繊維等の建築資材、木材及び木材製品等

石油関連事業 石油製品等

海外業務関連事業 医療機器、農水産物、鋳造物、継手、硝子製品等
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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) 

 
(注) １ 事業の区分は、商品の種類、市場の類似性等に照らし内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分に属する主要な商品 

 
３ 事業区分の変更 

       当第２四半期連結会計期間より、従来「石油関連事業」に区分しておりました石油関連事業を「化学品 

     関連事業」に含めて区分することとし、「石油関連事業」を廃止し、化学品関連事業、合成樹脂関連事業、 

        機能材料関連事業、海外業務関連事業の４区分としております。この変更は、平成21年７月１日付にて 

    連結財務諸表提出会社において、多様化するエネルギー市場に対応し得る機能の高度化を図るため、化学 

    品本部と石油本部の統合を行った結果、事業の種類別セグメントにおいても組織変更後の内部管理区分に 

    よることが、事業の内容をより的確に反映出来ると判断したことによるものであります。この結果、従来 

    の区分の方法と比較して、当第2四半期連結累計期間において、化学品関連事業の売上高は8,500百万円、 

    営業利益は325百万円それぞれ増加しております。 

  

化学品関連
事業

(百万円)

合成樹脂関
連事業

(百万円)

機能建材関
連事業

(百万円)

海外業務関
連事業

(百万円)

計

(百万円)

消去又は 
全社

(百万円)

連結

(百万円)

売上高

(1)外部顧客に対する
売上高

30,894 12,070 10,178 6,978 60,120 － 60,120

(2)セグメント間の内
部売上高又は振替
高

113 361 5 33 514 （514) －

計 31,007 12,432 10,183 7,011 60,635 （514) 60,120

営業利益又は 
営業損失(△)

898 73 △34 127 1,065 （345) 719

  事業区分             主要商品

化学品関連事業 有機及び無機工業薬品、石油化学製品、食品添加物、農薬、医薬品、合成ゴ

ム、肥料、難燃剤、炭素製品、各種石油製品等

合成樹脂関連事業 合成樹脂原料並びに製品

機能建材関連事業 防水資材、断熱材、木材、新建材等の建築資材、木材製品等

海外業務関連事業 医療機器、農水産物、鋳造物、継手、硝子製品等
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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）及び当第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）並びに前第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本邦の売上高の金額割合が90％を超えているため、所在地別セグ

メント情報の記載は省略しております。 

  

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) 

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

２ 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア……………中華人民共和国、大韓民国 

(2) その他の地域……北米、中南米 

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る。 

  

  

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) 

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

２ 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア……………中華人民共和国、大韓民国 

(2) その他の地域……北米、中南米 

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る。 

  

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 8,127 427 8,554

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － 41,564

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 19.55 1.03 20.58

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 6,341 401 6,742

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － 30,370

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 20.88 1.32 22.20
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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いる。 

２ 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア……………中華人民共和国、大韓民国 

(2) その他の地域……北米、中南米 

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る。 

  

  

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いる。 

２ 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア……………中華人民共和国、大韓民国 

(2) その他の地域……北米、中南米 

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る。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 15,455 950 16,406

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － 81,332

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 19.00 1.17 20.17

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 13,118 921 14,039

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － 60,120

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 21.82 1.53 23.35

(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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