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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 70,778 △20.3 1,948 △10.5 1,750 △7.0 1,102 252.4
21年3月期第3四半期 88,834 ― 2,175 ― 1,882 ― 313 ―

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 49.89 ―

21年3月期第3四半期 14.16 ―

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 66,025 37,507 56.6 1,692.85
21年3月期 67,042 36,156 53.8 1,633.43

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  37,403百万円 21年3月期  36,090百万円

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 ― 17.50 ― 12.50 30.00
22年3月期 ― 15.00 ―

22年3月期 
（予想）

15.00 30.00

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 98,000 △10.0 2,700 20.0 2,500 24.2 1,500 ― 67.89
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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10月26日に公表いたしました連結業績予想を修正しております。 
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。 

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 24,137,213株 21年3月期  24,137,213株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  2,042,684株 21年3月期  2,042,522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 22,094,631株 21年3月期第3四半期 22,094,711株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の景気刺激策や中国を初めとするアジア諸国での生産の

持ち直しを背景とし、景気の緩やかな回復傾向が見られたものの、雇用や所得環境などの悪化により個人の消費は

低迷しております。また、デフレの進行や設備投資の低迷などにより、企業業績の不透明感もいまだ払拭されてお

りません。 

エレクトロニクス業界におきましては、エコポイントによる薄型テレビやエアコンなどの買い替え需要が高ま

り、コンシューマー関連製品向けデバイスにおいては好調な動きも見られるようになって参りました。しかしなが

ら、ハイブリッドカー以外の一般自動車向け部品はまだ回復途上にあり、通信インフラ向け部品の需要も厳しい状

況が続いております。また、生産設備の稼働率は、全体としてまだ十分に回復しておらず、前年同期と比べまだ低

いレベルにとどまっており、新規の設備投資は低水準で推移しました。 

ケミカル関連市場におきましては、紙・パルプ関連業界で生産調整が長期化し、業界再編の可能性もでて参りま

した。一方、化粧品関連業界で堅調な需要が続いたのに加え、石油関連業界でも輸出向け製品の生産が高水準で推

移しました。 

このような環境の中で、当第３四半期連結累計期間における連結売上高は707億78百万円で、前年同期比20.3％の

減収となりました。このうち国内売上高は535億47百万円（前年同期比14.6％減）、海外売上高は172億31百万円

（同34.1％減）となりました。 

損益面につきましては、連結売上総利益は114億52百万円（前年同期比21.3％減）となりましたが、経営合理化策

を進め連結販売費及び一般管理費を、前年同四半期の金額より28億71百万円（前年同期比23.2％）削減することに

より利益減少幅を抑え、連結営業利益は19億48百万円（同10.5％減）、連結経常利益は17億50百万円（同7.0％

減）、連結四半期純利益は11億2百万円（同252.4％増）をそれぞれ計上しました。 

  

 事業別の概況につきましては、以下のとおりです。 

  

〔エレクトロニクス関連事業〕 

 電子部品分野では、北米だけでなく、国内においても通信インフラにおける設備投資が冷え込んでおり、同市場

向け光部品や半導体デバイスの売上が低迷しております。一方で景気刺激策の恩恵を受けたデジタル家電やハイブ

リッドカー向けデバイスは売上の増加傾向が続きました。 

 また、電子・電気機器分野では、企業の設備稼働率の回復が十分ではなく、新たな設備投資需要には至りません

でした。新規アイテムの販売に注力しましたが、既存装置売上の減少をカバーしきれず、売上高は前年度を大きく

下回りました。 

 この結果、エレクトロニクス関連事業の売上高は655億円（前年同期比21.3％減）、営業利益は14億27百万円とな

りました。 

  

〔ケミカル関連事業〕 

 低迷の続く紙パルプ市場において、殺菌剤等新規薬剤を投入し売上減少の補完を図りましたが、まだ本格的な立

ち上がりには至らず、苦戦が続きました。一方石油・石油化学関連では、輸出に牽引された安定した需要のもと、

重合禁止剤やアミン類の販売が好調で、且つ原料の価格も落ち着いていたことから、全体としてはほぼ計画通りの

売上と利益水準を達成しました。  

 この結果、ケミカル関連事業の売上高は52億60百万円（前年同期比5.2％減）、営業利益は5億5百万円となりまし

た。 

  

（１）連結財政状態の状況 

 当第３四半期連結会計期間末の財政状態は、前連結会計年度末と比較して総資産が10億17百万円減少いたしまし 

た。これは主に、受取手形及び売掛金が31億82百万円増加いたしましたが、現金及び預金が26億75百万円、流動資産

その他が13億49百万円減少したためであります。 

 また、純資産は前連結会計年度末と比較して13億51百万円増加し、375億7百万円となりました。これは主に、そ 

の他有価証券評価差額金の増加7億68百万円によるものです。 

  

（２）連結キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期連結累計期間における連結キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フロ 

ーは26億23百万円の収入となりましたが、投資活動によるキャッシュ・フローが5億3百万円、財務活動によるキャッ

シュ・フローは50億58百万円の支出となったため、現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比し29億40百万円減少

し、当第３四半期連結累計期間末は94億48百万円となりました。 

  

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

２．連結財政状態に関する定性的情報
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(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

 売上債権の増加31億93百万円、賞与引当金の減少4億45百万円など支出要因がありましたが、仕入債務の増加27億

62百万円、法人税等の還付額10億78百万円等の収入により、営業活動によるキャッシュ・フローは26億23百万円の収

入となりました。なお、前年同四半期連結累計期間には税金等調整前四半期純利益及び売上債権の減少等により55億

51百万円の収入となっておりました。 

  

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

 定期預金の払戻による収入2億70百万円などの収入要因がありましたが、定期預金の預入による支出5億37百万円、

有形固定資産の取得による支出2億34百万円などにより、投資活動によるキャッシュ・フローは5億3百万円の支出と

なりました。なお、前年同四半期連結累計期間には有形固定資産の取得による支出3億52百万円等により1億11百万円

の支出となっておりました。 

  

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

 短期借入れによる収入284億54百万円などの収入要因がありましたが、短期借入金の返済による支出317億85百万

円、長期借入金の返済による支出9億55百万円、配当金の支払額6億8百万円等の支出要因により、財務活動によるキ

ャッシュ・フローは50億58百万円の支出となりました。なお、前年同四半期連結累計期間には長・短期借入金におけ

る（純）調達額による支出52億42百万円等により、65億42百万円の支出となっておりました。 

  

 近の業績の動向を踏まえ、平成21年10月26日に公表いたしました平成22年３月期の連結業績予想を修正いたしま

した。なお、当該予想に関する詳細は、平成22年１月29日に公表いたしました「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。 

  

①．一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認めら

れるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

②．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、当第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おります。  

③．固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している固定資産の減価償却費の算定方法については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期

間按分して算定する方法によっております。 

④．法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目等を重要なものに限定する方法によっておりま 

す。また、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っております。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

税金費用の計算方法の変更 

 税金費用の計算につきましては、従来、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おりましたが、税引前四半 

期純利益の実績を反映した税金費用の金額を計算し、各四半期連結会計期間に係る経営成績をより適正に表示 

するため、当第１四半期連結会計期間より、年度決算と同様の方法により計算する方法に変更しております。 

 この結果、従来の方法によった場合とくらべ、当第３四半期連結累計期間の四半期純利益が38,377千円増加し

ております。  

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：千円）

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 10,216,988 12,891,517

受取手形及び売掛金 27,540,476 24,358,237

有価証券 5 8

商品及び製品 11,266,494 11,681,696

仕掛品 93,443 73,081

原材料及び貯蔵品 314,021 340,565

繰延税金資産 1,178,736 1,669,144

その他 1,821,079 3,170,469

貸倒引当金 △114,148 △101,042

流動資産合計 52,317,094 54,083,675

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,767,966 1,854,266

土地 4,244,895 4,244,895

その他（純額） 939,353 1,003,531

有形固定資産合計 6,952,214 7,102,692

無形固定資産 242,598 332,162

投資その他の資産   

投資有価証券 5,901,009 4,649,483

繰延税金資産 127,673 279,296

その他 709,606 819,164

貸倒引当金 △204,680 △209,556

投資損失引当金 △20,108 △14,562

投資その他の資産合計 6,513,500 5,523,825

固定資産合計 13,708,312 12,958,679

資産合計 66,025,406 67,042,354
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（単位：千円）

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,126,445 10,373,300

短期借入金 6,914,427 10,417,403

1年内償還予定の社債 400,000 403,900

未払法人税等 129,518 80,308

繰延税金負債 － 795

賞与引当金 363,049 808,896

製品保証引当金 22,000 30,500

その他 2,140,066 2,642,885

流動負債合計 23,095,505 24,757,987

固定負債   

社債 500,000 708,750

長期借入金 2,543,505 3,192,982

繰延税金負債 839,172 457,306

退職給付引当金 328,155 418,931

役員退職慰労引当金 913,324 1,002,706

その他 298,611 347,718

固定負債合計 5,422,767 6,128,393

負債合計 28,518,272 30,886,380

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,100,252 8,100,252

資本剰余金 7,491,716 7,491,785

利益剰余金 25,403,593 24,908,843

自己株式 △4,005,856 △4,005,786

株主資本合計 36,989,705 36,495,094

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,499,906 731,561

繰延ヘッジ損益 △130,356 △177,237

為替換算調整勘定 △956,572 △959,320

評価・換算差額等合計 412,978 △404,996

少数株主持分 104,451 65,876

純資産合計 37,507,134 36,155,974

負債純資産合計 66,025,406 67,042,354

伯東株式会社（7433）　平成22年３月期　第３四半期決算短信

6



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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 88,834,398 70,777,598

売上原価 74,284,271 59,325,745

売上総利益 14,550,127 11,451,853

販売費及び一般管理費   

アフターサービス費 67,939 11,614

製品保証引当金繰入額 31,625 14,375

給料及び手当 4,517,088 3,880,457

賞与引当金繰入額 470,660 325,403

退職給付費用 453,586 437,939

役員退職慰労引当金繰入額 5,166 7,285

のれん償却額 60,401 53,300

貸倒引当金繰入額 174,658 11,480

その他 6,593,946 4,762,413

販売費及び一般管理費合計 12,375,069 9,504,266

営業利益 2,175,058 1,947,587

営業外収益   

受取利息 53,826 26,217

受取配当金 207,055 167,623

持分法による投資利益 28,837 25,833

その他 89,550 122,168

営業外収益合計 379,268 341,841

営業外費用   

支払利息 211,298 167,117

為替差損 377,753 303,116

その他 83,582 69,561

営業外費用合計 672,633 539,794

経常利益 1,881,693 1,749,634
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（単位：千円）

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) 

特別利益   

固定資産売却益 12,688 7,248

投資有価証券売却益 22,818 －

賞与引当金戻入額 － 120,646

会員権売却益 20,169 －

保険解約返戻金 4,405 5,923

特別利益合計 60,080 133,817

特別損失   

固定資産売却損 1,095 763

固定資産除却損 18,339 10,983

投資有価証券評価損 683,178 89,658

投資有価証券売却損 － 2,048

投資損失引当金繰入額 － 5,546

ゴルフ会員権貸倒引当金繰入額 － 5,014

会員権評価損 25,000 －

会員権売却損 5,350 －

特別損失合計 732,962 114,012

税金等調整前四半期純利益 1,208,811 1,769,439

法人税等 859,153 628,510

少数株主利益 36,858 38,575

四半期純利益 312,800 1,102,354
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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 1,208,811 1,769,439

減価償却費 613,116 422,968

のれん償却額 60,401 53,300

退職給付引当金の増減額（△は減少） 87,906 △91,571

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △11,834 △89,382

賞与引当金の増減額（△は減少） △551,060 △445,220

投資損失引当金の増減額（△は減少） － 5,546

受取利息及び受取配当金 △260,881 △193,840

支払利息 211,298 167,117

持分法による投資損益（△は益） △28,837 △25,833

固定資産売却損益（△は益） △11,593 △6,485

固定資産除却損 18,339 10,983

投資有価証券売却損益（△は益） △22,818 2,048

投資有価証券評価損益（△は益） 683,178 89,658

会員権評価損 25,000 －

未払消費税等の増減額（△は減少） △72,907 △81,041

売上債権の増減額（△は増加） 9,982,056 △3,193,459

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,304,860 414,309

仕入債務の増減額（△は減少） △3,222,779 2,762,497

その他 557,221 96,439

小計 7,959,757 1,667,473

利息及び配当金の受取額 254,855 192,936

利息の支払額 △214,836 △179,175

法人税等の還付額 － 1,077,910

法人税等の支払額 △2,449,016 △136,315

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,550,760 2,622,829
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（単位：千円）

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) 

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 △228,534 △536,703

定期預金の払戻による収入 514,992 270,072

有形固定資産の取得による支出 △351,718 △233,799

有形固定資産の売却による収入 54,792 14,479

無形固定資産の取得による支出 △23,434 △4,063

投資有価証券の取得による支出 △102,877 △15,906

投資有価証券の売却による収入 25,328 2,500

長期貸付金の回収による収入 409 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △111,042 △503,420

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 43,948,600 28,453,687

短期借入金の返済による支出 △48,350,446 △31,785,224

リース債務の返済による支出 △133,683 △90,554

長期借入れによる収入 － 140,000

長期借入金の返済による支出 △839,695 △955,410

社債の償還による支出 △393,050 △212,650

自己株式の取得による支出 △408 △174

自己株式の処分による収入 320 36

配当金の支払額 △773,320 △607,603

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,541,682 △5,057,892

現金及び現金同等物に係る換算差額 △266,610 △1,128

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,368,574 △2,939,611

現金及び現金同等物の期首残高 10,950,279 12,387,666

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,581,705 9,448,055
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 該当事項はありません。  

  

   （注）１．事業区分は売上集計区分によっております。 

２．各事業の主要な商品・製品等 

(1）エレクトロニクス関連事業………電子・電気機器、電子部品 

(2）ケミカル関連事業…………………工業薬品 

(3）その他の事業………………………業務請負業 

３．会計方針の変更 

 前第３四半期連結累計期間  

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法に基づく原価法を採用して

おりましたが、当第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）が適用されたことに伴い、主として移動平均法に基づく原価法（貸借対照表価額につい

ては収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。これにより、従来の方法によった

場合に比較して、エレクトロニクス関連事業は13,599千円、ケミカル関連事業は3,202千円営業利益が減少

しております。  

（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〕

科目 

前第３四半期連結累計期間 

（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで） 

エレクトロニ

クス関連事業

（千円） 

ケミカル関

連事業 

（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  83,266,290  5,548,539  19,569  88,834,398  －  88,834,398

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  －  550,184  550,184  △550,184  －

計  83,266,290  5,548,539  569,753  89,384,582  △550,184  88,834,398

営業費用  81,366,872  5,320,888  521,764  87,209,524  △550,184  86,659,340

営業利益  1,899,418  227,651  47,989  2,175,058  －  2,175,058

科目 

当第３四半期連結累計期間 

（平成21年４月１日から平成21年12月31日まで） 

エレクトロニ

クス関連事業

（千円） 

ケミカル関

連事業 

（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  65,500,152  5,260,222  17,224  70,777,598  －  70,777,598

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  －  458,123  458,123  △458,123  －

計  65,500,152  5,260,222  475,347  71,235,721  △458,123  70,777,598

営業費用  64,073,303  4,755,583  459,248  69,288,134  △458,123  68,830,011

営業利益  1,426,849  504,639    16,099  1,947,587  －  1,947,587
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  （注）１．地域は、地理的近接度及び事業活動の相互関連性等により区別しております。 

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

アジア……中国、台湾、シンガポール、タイ等 

３．会計方針の変更 

 前第３四半期連結累計期間  

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法に基づく原価法を採用して

おりましたが、当第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）が適用されたことに伴い、主として移動平均法に基づく原価法（貸借対照表価額につい

ては収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。これにより、従来の方法によった

場合に比較して、日本の営業利益は16,801千円減少しております。 

〔所在地別セグメント情報〕

科目 

前第３四半期連結累計期間 

（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで） 

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  68,371,059  20,463,339  88,834,398  －  88,834,398

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 3,631,486  144,550  3,776,036  △3,776,036  －

 計  72,002,545  20,607,889  92,610,434  △3,776,036  88,834,398

 営業費用  70,501,041  19,934,335  90,435,376  △3,776,036  86,659,340

 営業利益  1,501,504  673,554  2,175,058  －  2,175,058

科目 

当第３四半期連結累計期間 

（平成21年４月１日から平成21年12月31日まで） 

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  56,401,196  14,376,402  70,777,598  －  70,777,598

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 4,183,642  49,179  4,232,821  △4,232,821  －

 計  60,584,838  14,425,581  75,010,419  △4,232,821  70,777,598

 営業費用  58,886,221  14,176,611  73,062,832  △4,232,821  68,830,011

 営業利益  1,698,617  248,970  1,947,587  －  1,947,587
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     前第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで） 

          当第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31日まで） 

 （注）１．地域は、地理的近接度及び事業活動の相互関連性等により区別しております。 

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）アジア……中国、台湾、シンガポール、タイ等 

(2）その他……アメリカ、ヨーロッパ等 

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。 

  

 該当事項はありません。  

〔海外売上高〕

  アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  25,111,437  1,050,729  26,162,166

Ⅱ 連結売上高（千円）      －      －  88,834,398

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  28.3  1.2  29.5

  アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  16,978,767  252,105  17,230,872

Ⅱ 連結売上高（千円）      －      －  70,777,598

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  24.0  0.3  24.3

（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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（１）生産実績 

 当第３四半期連結累計期間の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は販売価格によっております。 

        ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

（２）商品仕入実績 

 当第３四半期連結累計期間の商品仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。   

        ２．セグメント間の取引については、相殺消去しております。 

（３）受注状況 

 当第３四半期連結累計期間の受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

        ２．セグメント間の取引については、相殺消去しております。 

（４）販売実績 

 当第３四半期連結累計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

        ２．セグメント間の取引については、相殺消去しております。  

６．その他の情報

事業の種類別セグメントの名称 
当第３四半期連結累計期間
（平成21年４月１日から 
平成21年12月31日まで） 

前年同四半期比（％）

エレクトロニクス関連事業（千円）  1,132,228  69.4

ケミカル関連事業（千円）  3,706,284  95.9

合計（千円）  4,838,512  88.0

事業の種類別セグメントの名称 
当第３四半期連結累計期間
（平成21年４月１日から 
平成21年12月31日まで） 

前年同四半期比（％）

エレクトロニクス関連事業（千円）  56,820,910  80.2

ケミカル関連事業（千円）  1,120,437  85.2

合計（千円）  57,941,347  80.3

事業の種類別セグメントの名称 受注高（千円）
前年同四半期比

（％） 
受注残高（千円） 

前年同四半期比
（％） 

エレクトロニクス関連事業  70,394,076  81.3  28,896,690  101.6

ケミカル関連事業  5,277,774  95.2  285,923  113.3

その他の事業  17,224  88.0  －  －

合計  75,689,074  82.1  29,182,613  101.7

事業の種類別セグメントの名称 
当第３四半期連結累計期間
（平成21年４月１日から 
平成21年12月31日まで） 

前年同四半期比（％）

エレクトロニクス関連事業（千円）  65,500,152  78.7

ケミカル関連事業（千円）  5,260,222  94.8

その他の事業（千円）  17,224  88.0

合計（千円）  70,777,598  79.7
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