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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 71,372 △28.7 5,168 △12.4 4,576 △9.3 2,257 △15.0

21年3月期第3四半期 100,093 ― 5,898 ― 5,043 ― 2,656 ―

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3四半期 19.95 ―

21年3月期第3四半期 23.48 ―

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3四半期 95,822 52,445 53.8 456.10
21年3月期 101,101 50,912 49.5 442.44

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  51,574百万円 21年3月期  50,036百万円

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  有  

※詳細は、本日公表の「配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。 

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 ― 3.00 9.00
22年3月期 ― 2.00 ―

22年3月期 
（予想）

5.00 7.00

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  
※詳細は、本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。 

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 95,500 △24.9 6,500 △9.6 5,600 △13.5 2,900 △14.6 25.64



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  
※詳細は６ページ [定性的情報・財務諸表等] ４．その他 （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 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） 

※詳細は６ページ [定性的情報・財務諸表等] ４．その他 （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 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 

業績予想については、本資料の発表日現在において入手可能な情報により作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって異なる結果となる
可能性があります。詳細は５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3四半期 120,396,511株 21年3月期  120,396,511株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  7,322,017株 21年3月期  7,306,065株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 113,080,942株 21年3月期第3四半期 113,106,107株



（参考）平成22年３月期の個別業績予想（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）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 有 

 ※ 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10月30日に公表しております個別業績予想は、通期について修正しております。 

   ２．業績予想については、本資料の発表日現在において入手可能な情報により作成したものであり、実際の業績は

今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。  

  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 48,000 △26.5 3,300 △26.8 3,300 △25.0 2,000 △24.2 17. 68 



  当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の景気刺激策により一部の産業では生産の持ち直しがみら

れた他、中国を中心とするアジア向け輸出回復の動きがみられましたが、高水準で推移する失業率や所得の減少によ

る個人消費の減少懸念や需要の減少による民間設備投資の低迷が続き、依然不透明な状況にあります。このような状

況の中、当第３四半期連結累計期間は、第１四半期、第２四半期との比較では若干の改善がみられるものの前年比で

はバルブ事業において需要の大幅な減少により、国内市場、海外市場ともに減収となった他、伸銅品事業においても

需要の低迷により大幅な減収となり、売上高は前年同期比28.7％減の713億72百万円となりました。損益面では、売

上高減少の影響が大きく、固定費の削減に努めましたが、営業利益は前年同期比12.4％減の51億68百万円、経常利益

は同9.3％減の45億76百万円となりました。四半期純利益はフィットネスクラブ事業の不採算店舗について減損処理

を行ったこと、また、子会社である㈱キッツメタルワークスと京都ブラス㈱が昨年７月１日に合併したことに伴い、

京都工場の統合による特別損失を計上したことにより、同15％減の22億57百万円となりました。 

（事業の種類別セグメント）  

① バルブ事業 

 バルブ事業の外部売上高は、国内向けについては、民間設備投資の低迷により建築設備向け、プラント向けとも

に大幅な落ち込みをみせた他、半導体製造装置向けは、一時の急激な落ち込みからは改善の動きが見られるものの

売上の低迷が続き、また、海外向けにおいても、北米向けは前期並みで推移しましたが、アジア向け及び欧州向け

が大幅に減少し、前年同期比22.6％減の525億81百万円となりました。営業利益は、固定費を中心とした原価低減

及び諸経費の削減に努めましたが、売上高の減収の影響が大きく、前年同期比21.3％減の63億77百万円となりまし

た。 

② 伸銅品事業 

 伸銅品事業の外部売上高は、需要の減少による販売量の大幅な減少に加え、販売価格についても原材料市況は年

初から緩やかに上昇しておりますが前年同期比では大幅な下落となった結果、前年同期比55％減の112億40百万円

となりました。営業利益は、原材料市況の変動が小幅であったことから利幅が改善したことに加え、合併による統

合効果もあり、4億64百万円（前期は３億17百万円の営業損失）の黒字となりました。 

③ サービスその他の事業 

 サービスその他の事業の外部売上高は、ホテル事業で上期を中心に高速道路通行料の週末における引き下げなど

の追い風もあり増収となり、また、フィットネス事業でも新店舗開設により増収となった結果、前年同期比5.6％

増の75億50百万円となりました。営業利益は、フィットネス事業における新店舗の開業費用負担などはありました

が、前年同期比18.5％増の3億73百万円となりました。 

  

 当第３四半期連結会計期間末の資産につきましては、有利子負債の圧縮や新規子会社の株式取得などによる現預金

の減少に加え、売上債権の回収及び棚卸資産の減少などもあり、前連結会計年度末に比べ52億78百万円減少し958億

22百万円となりました。負債につきましては、有利子負債の返済を進めた結果、前連結会計年度末に比べ68億11百万

円減少し433億77百万円となりました。また、当第３四半期連結会計期間において新規取得子会社の企業結合を行っ

たことにより、資産を22億円、負債を13億円それぞれ受け入れるとともに、のれんを約14億円計上いたしました。 

 純資産につきましては、当第３四半期連結累計期間の純利益は22億57百万円となり、配当金の支払による減少や、

為替換算調整勘定の減少はありましたが、前連結会計年度末に比べ15億32百万円増加し524億45百万円となりまし

た。 

（キャッシュ・フローの状況） 

  当第３四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53

億円減の50億８百万円となりました。 

 当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。 

① 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が40億67百万円、減価償却費が25億36百万円に加え、売上債権の減少11億45百万円や

たな卸資産の減少17億77百万円などにより、営業活動によるキャッシュ・フローは76億24百万円の資金の増加（前

年同期は54億16百万円の増加）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



② 投資活動によるキャッシュ・フロー 

 バルブ事業を中心に12億91百万円の設備投資を行った他、子会社株式の取得を21億78百万円行った結果、投資活

動によるキャッシュ・フローは45億48百万円の資金の減少（前年同期は34億26百万円の減少）となりました。  

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

 長期借入金については、32億10百万円の調達を行う一方、95億38百万円返済し、短期借入金についても純額で17

億43百万円返済し、さらに社債を14億74百万円発行する一方、10億74百万円償還した結果、財務活動によるキャッ

シュ・フローは82億71百万円の資金の減少（前年同期は８億88百万円の増加）となりました。  

（注）1.  当社では短期の運転資金需要の発生に備え、当社取引銀行によるシンジケート団との間で総額80億円の短

期借入金に関するコミットメントライン契約を締結しております。当第３四半期連結会計期間末における

当該借入金の残高はありません。  

2.  当社は、平成20年９月26日に200億円を限度とする社債の発行登録を行いました。    

  

 第３四半期累計期間の業績を勘案し、平成21年10月30日に公表いたしました単体及び連結の通期の業績予想を修正

いたしました。なお、当該予想数値の修正に関する事項は、本日平成22年１月29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。   

 なお、本日公表の内容は以下の通りです。   

  

（通期）  

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） 92,000 4,700 4,000 2,000 17. 68 

今回発表予想（Ｂ） 95,500 6,500 5,600 2,900 25. 64 

増減額（Ｂ－Ａ） 3,500 1,800 1,600 900  － 

増減率（％） 3.8 38.3 40.0 45.0 － 

前期実績 

(平成21年３月期)  
127,095 7,188 6,475 3,396 30. 02 



  

  

  

該当事項はありません。  

  

    （簡便な会計処理） 

  

    （四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

  

  

    （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） 

   

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

当第３四半期連結累計期間
（自 平成21年４月１日  
 至 平成21年12月31日） 

１．棚卸資産の評価方法 

当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期連結会計期間末の実地棚

卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっている。  

２．繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

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ため、前連結会計年度末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り算定している。 

当第３四半期連結累計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日） 

税金費用の計算  

税金費用については、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積

り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算している。なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて

表示している。 

（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

当第３四半期連結累計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日） 

１．連結の範囲に関する事項の変更 

（1）連結の範囲の変更 

当第３四半期連結会計期間より、Nord Armaturen GmbH、Perrin GmbH及び派潤特殊閥門（北京）有限公司は、株

式を取得して子会社となったため、連結の範囲に含めている。 

なお、Nord Armaturen GmbHは、KITZ Armaturen GmbHに社名を変更している。  

（2）変更後の連結子会社の数 

31社 

２．会計処理基準に関する事項の変更 

  在外子会社の収益及び費用の換算方法の変更 

在外子会社の収益及び費用は、前連結会計年度の第４四半期連結会計期間より、当該子会社の決算日の直物為替 

相場により円貨に換算する方法から期中平均相場により円貨に換算する方法に変更したため、前第３四半期連結

会計期間と当第３四半期連結会計期間で在外子会社の収益及び費用の換算方法が異なっている。 

なお、前第３四半期連結累計期間においては、変更後の方法によった場合に比べて、売上高が1,796百万円、売

上総利益が154百万円、営業利益が87百万円、経常利益が101百万円、税金等調整前四半期純利益が100百万円、

四半期純利益が62百万円、それぞれ少なく計上されている。 セグメントに与える影響は、当該箇所に記載して

いる。 



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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 5,574 10,309

受取手形及び売掛金 23,253 23,942

商品及び製品 4,756 5,411

仕掛品 3,310 3,227

原材料及び貯蔵品 5,476 5,861

その他 2,593 2,331

貸倒引当金 △60 △53

流動資産合計 44,904 51,030

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 14,108 14,279

土地 11,432 11,345

その他（純額） 12,426 13,340

有形固定資産合計 37,968 38,965

無形固定資産   

のれん 1,645 －

その他 500 623

無形固定資産合計 2,145 623

投資その他の資産 10,803 10,482

固定資産合計 50,917 50,071

資産合計 95,822 101,101

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,863 3,383

1年内償還予定の社債 2,263 2,738

短期借入金 793 2,474

1年内返済予定の長期借入金 6,039 12,505

未払法人税等 1,229 496

賞与引当金 956 1,402

役員賞与引当金 89 61

その他 4,367 4,650

流動負債合計 19,602 27,712

固定負債   

社債 9,405 8,504

長期借入金 10,058 9,638

退職給付引当金 340 337

役員退職慰労引当金 413 391

その他 3,557 3,605

固定負債合計 23,775 22,476

負債合計 43,377 50,189



（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 21,207 21,207

資本剰余金 9,430 9,430

利益剰余金 25,920 24,228

自己株式 △2,415 △2,409

株主資本合計 54,142 52,456

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 613 505

為替換算調整勘定 △3,182 △2,925

評価・換算差額等合計 △2,568 △2,420

少数株主持分 870 876

純資産合計 52,445 50,912

負債純資産合計 95,822 101,101



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 100,093 71,372

売上原価 78,603 53,293

売上総利益 21,489 18,078

販売費及び一般管理費 15,591 12,910

営業利益 5,898 5,168

営業外収益   

受取利息 39 14

受取配当金 136 111

その他 238 208

営業外収益合計 414 334

営業外費用   

支払利息 542 479

売上割引 254 170

為替差損 216 91

その他 257 184

営業外費用合計 1,269 926

経常利益 5,043 4,576

特別利益   

有形固定資産売却益 3 11

貸倒引当金戻入額 － 26

その他 0 0

特別利益合計 4 38

特別損失   

有形固定資産除売却損 97 42

投資有価証券評価損 203 24

減損損失 － 207

退職特別加算金 － 201

その他 24 73

特別損失合計 325 547

税金等調整前四半期純利益 4,721 4,067

法人税等 2,046 1,789

少数株主利益 18 20

四半期純利益 2,656 2,257



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 4,721 4,067

減価償却費 2,666 2,536

賞与引当金の増減額（△は減少） △849 △542

退職給付引当金の増減額（△は減少） △79 67

受取利息及び受取配当金 △176 △126

支払利息 542 479

売上債権の増減額（△は増加） 379 1,145

たな卸資産の増減額（△は増加） 946 1,777

その他の流動資産の増減額（△は増加） 53 △45

仕入債務の増減額（△は減少） △414 368

その他の流動負債の増減額（△は減少） 527 △515

その他 232 112

小計 8,548 9,323

利息及び配当金の受取額 174 107

利息の支払額 △577 △519

法人税等の支払額 △2,728 △1,287

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,416 7,624

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 △3,051 △1,291

有形固定資産の売却による収入 16 19

投資有価証券の取得による支出 △27 △105

定期預金の純増減額（△は増加） － △513

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △2,178

その他 △364 △478

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,426 △4,548

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） 947 △1,743

長期借入れによる収入 6,795 3,210

長期借入金の返済による支出 △4,668 △9,538

社債の発行による収入 1,470 1,474

社債の償還による支出 △2,324 △1,074

配当金の支払額 △1,583 △565

その他 250 △33

財務活動によるキャッシュ・フロー 888 △8,271

現金及び現金同等物に係る換算差額 △175 △104

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,703 △5,300

現金及び現金同等物の期首残高 5,069 10,309

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,773 5,008



 該当事項はありません。 

  

  前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

  

当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

 （注）１．事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品等の名称 

(1）当社の事業区分は、製品系列及び事業の業態により行っている。 

(2）各事業区分の主要な製品又は事業の内容 

２．会計処理の方法の変更 

（前第３四半期連結累計期間） 

「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

いる。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利益は、バ

ルブ事業で494百万円、伸銅品事業で254百万円減少している。 

（当第３四半期連結累計期間） 

「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」に記載のとおり、在外子会社の収益

及び費用は、前連結会計年度の第４四半期連結会計期間より、当該子会社の決算日の直物為替相場により

円貨に換算する方法から期中平均相場により円貨に換算する方法に変更したため、前第３四半期連結会計

期間と当第３四半期連結会計期間で在外子会社の収益及び費用の換算方法が異なっている。 

なお、前第３四半期連結累計期間においては、変更後の方法によった場合に比べて、バルブ事業の外部売

上高が1,796百万円、営業利益が87百万円、それぞれ少なく計上されている。  

（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〕

  
バルブ事業
（百万円） 

伸銅品事業
（百万円） 

サービスそ
の他の事業 
（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  67,961  24,983  7,148  100,093  －  100,093

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 313  2,732  31  3,077  ( )3,077  －

計  68,274  27,716  7,179  103,171  ( )3,077  100,093

営業利益又は営業損失（△）  8,107  △317  315  8,105  ( )2,207  5,898

  
バルブ事業
（百万円） 

伸銅品事業
（百万円） 

サービスそ
の他の事業 
（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  52,581  11,240  7,550  71,372 －  71,372

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 103  1,454  24  1,582  ( )1,582 － 

計  52,684  12,695  7,574  72,955  ( )1,582  71,372

営業利益  6,377  464  373  7,215  ( )2,046  5,168

事業区分 主要製品又は事業名 

バルブ事業 青銅バルブ、鉄鋼バルブ、その他バルブ関連製品、濾過関連製品 

伸銅品事業 伸銅品、伸銅加工品 

サービスその他の事業 フィットネスクラブ、ホテル及びレストラン事業、ガラス工芸品の販売 



３．追加情報 

（前第３四半期連結累計期間） 

「追加情報」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社の機械装置の耐用年数については、従来、耐用年

数を12～13年としていたが、第１四半期連結会計期間より、法人税法の改正を契機として見直しを行い、

７～12年に変更している。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期

間の営業利益は、バルブ事業で２百万円、伸銅品事業で113百万円、サービスその他の事業で０百万円そ

れぞれ減少している。 

  

  

前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

  

当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31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．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1）北米  ……… 米国 

(2）アジア ……… 台湾、タイ、中国 

(3）ヨーロッパ ……… スペイン 

３．会計処理の方法の変更 

（前第３四半期連結累計期間） 

「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

いる。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利益は、日

本で734百万円、北米で０百万円、アジアで14百万円それぞれ減少している。 

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（百万円） 
北米

（百万円）
アジア

（百万円）
ヨーロッパ
（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 
 87,818 5,191 5,663 1,420  100,093  － 100,093

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 3,266 1 10,006 253  13,528 ( )13,528 －

計  91,084 5,192 15,670 1,674  113,622 ( )13,528 100,093

営業利益  6,015 541 1,452 120  8,129 ( )2,231 5,898

  
日本 

（百万円） 
北米

（百万円）
アジア

（百万円）
ヨーロッパ
（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 
 60,417 5,038 4,795 1,120  71,372 － 71,372

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 1,597 2 5,690 84  7,375 ( )7,375 －

計  62,015 5,041 10,486 1,205  78,748 ( )7,375 71,372

営業利益  5,584 471 1,030 45  7,132 ( )1,963 5,168



（当第３四半期連結累計期間） 

「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」に記載のとおり、在外子会社の収益

及び費用は、前連結会計年度の第４四半期連結会計期間より、当該子会社の決算日の直物為替相場により

円貨に換算する方法から期中平均相場により円貨に換算する方法に変更したため、前第３四半期連結会計

期間と当第３四半期連結会計期間で在外子会社の収益及び費用の換算方法が異なっている。 

なお、前第３四半期連結累計期間においては、変更後の方法によった場合に比べて、外部売上高は北米が

100百万円、アジアが1,566百万円、ヨーロッパが129百万円、営業利益は北米が９百万円、アジアが71百

万円、ヨーロッパが６百万円、それぞれ少なく計上されている。  

４．追加情報 

（前第３四半期連結累計期間） 

「追加情報」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社の機械装置の耐用年数については、従来、耐用年

数を12～13年としていたが、第１四半期連結会計期間より、法人税法の改正を契機として見直しを行い、

７～12年に変更している。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期

間の営業利益は、日本で115百万円減少している。 

  

  

前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

  

当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31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．各区分に属する主な国又は地域の内訳は次の通りである。 

(1）北米  … 米国、カナダ 

(2）アジア … 台湾、中国、タイ、インドネシア、シンガポール、マレーシア他 

(3）その他 … ヨーロッパ、中東、オセアニア他 

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（連結会社間の内部売上高を除

く）である。 

４．会計処理の方法の変更 

（当第３四半期連結累計期間） 

「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」に記載のとおり、在外子会社の収益

及び費用は、前連結会計年度の第４四半期連結会計期間より、当該子会社の決算日の直物為替相場により

円貨に換算する方法から期中平均相場により円貨に換算する方法に変更したため、前第３四半期連結会計

期間と当第３四半期連結会計期間で在外子会社の収益及び費用の換算方法が異なっている。 

なお、前第３四半期連結累計期間においては、変更後の方法によった場合に比べて、海外売上高は北米が

100百万円、アジアが1,234百万円、ヨーロッパが129百万円、それぞれ少なく計上されている。  

〔海外売上高〕

  北米 アジア その他 計

Ⅰ．海外売上高（百万円）  6,064  9,016  4,895  19,976

Ⅱ．連結売上高（百万円）  －  －  －  100,093

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  6.1  9.0  4.9  20.0

  北米 アジア その他 計

Ⅰ．海外売上高（百万円）  6,065  5,867  3,668  15,601

Ⅱ．連結売上高（百万円）  －  －  －  71,372

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  8.5  8.3  5.1  21.9



  

 該当事項はありません。 

  

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

６．その他の情報
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