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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 16,793 △21.9 264 △68.2 242 △66.3 34 △91.7
21年3月期第3四半期 21,503 ― 830 ― 719 ― 411 ―

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 1.29 ―
21年3月期第3四半期 15.63 ―

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 25,686 13,504 48.0 467.88
21年3月期 24,346 13,178 49.6 458.28

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  12,316百万円 21年3月期  12,065百万円

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 ― 4.00 ― 2.00 6.00
22年3月期 ― 1.50 ―
22年3月期 

（予想）
1.50 3.00

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 22,000 △15.4 490 △36.8 370 △18.3 110 △24.3 4.18
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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） 

［(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。］ 

(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 
 上記の予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成しております。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果
となる可能性があります。 

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 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 26,801,452株 21年3月期  26,801,452株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  477,106株 21年3月期  474,078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 26,325,493株 21年3月期第3四半期 26,329,552株
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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）におけるわが国経済は、在
庫調整が進展し景気刺激策による生産活動や個人消費に部分的な回復基調が見られましたが、製造業全般
での設備投資は減少し雇用環境は依然として厳しい状況におかれております。 
このような経済情勢の下、当社グループにおきましては生産部門における操業調整や全社的経費削減を

推進し、また経済活動の活発な中国やインドを中心とするアジア新興国における新規販路の開拓等に努め
当第３四半期会計期間では回復基調で推移しておりますが、当第３四半期連結累計期間の連結業績は、減
収減益となりました。 
売上高は16,793百万円（前年同期比21.9％減）、営業利益は264百万円（前年同期比68.2％減）、経常

利益は242百万円（前年同期比66.3％減）となり、四半期純利益は34百万円（前年同期比91.7％減）とな
りました。 

  

事業の種類別セグメントの業績につきましては、次のとおりであります。 
（機械部門、化学品部門及び化工品部門では、平成21年４月に実施した組織再編に伴い、前年同期実績を
新規「事業の種類別セグメント」に換算して対比しております。） 
  

・機械部門 
大手製造業における設備投資関連の大口物件が減少したことにより、当部門の売上高は1,480百万円（前

年同期比18.3％減）、営業損失は243百万円（前年同期の営業損失は112百万円）となりました。 
  

・化成品部門 
中国市場における自動車業界向け製造販売は好調に推移し、国内においても景気刺激策等の効果により部

分的には回復基調も見られましたが、当部門の売上高は3,086百万円（前年同期比22.4％減）、営業利益は
361百万円（前年同期比18.5％減）となりました。 
  

・化学品部門 
鉄鋼、自動車及び家電等製造業全般の操業は低水準で推移し、建設機械の需要減少等もあり、当部門の売

上高は3,179百万円（前年同期比33.1％減）、営業損失は120百万円（前年同期の営業利益は99百万円）とな
りました。 
  

・産業用素材部門 
中国市場での自動車業界向け販売は堅調に推移したものの、欧州及びタイ市場での家電業界向け顧客需要

が減少し、当部門の売上高は5,377百万円（前年同期比15.1％減）、営業利益は203百万円（前年同期比
19.1％減）となりました。 
  

・化工品部門 
洗車ケミカル及び液晶関連のファインケミカル市場は、エコカー減税やエコポイント制度の導入により昨

年レベルで推移しましたが、製造業全般の不振による設備装置の売上の減少があり、当部門の売上高は
2,213百万円（前年同期比11.2％減）、営業利益は81百万円（前年同期比41.3％減）となりました。 
  

・その他部門 
国内における石油製品の販売減少及びロシア向けケミカル品の販売不振等から、当部門の売上高は1,456

百万円（前年同期比32.0％減）、営業損失は19百万円（前年同期の営業利益は9百万円）となりました。 
  

 所在地別セグメントの業績は、以下のとおりです。 

  

日本においては、景気刺激策による自動車や家電商品におけるエコ減税効果等により部分的な需要の回復
傾向が見られましたが、全般的には国内需要は低調に推移したことにより、売上高は13,544百万円（前年同
期比20.3％減）、営業損失は66百万円（前年同期の営業利益は270百万円）となりました。 
アジアでは、中国市場における自動車業界の回復傾向が見られましたが、家電業界では在庫調整による製

造販売の不振、並びに円高の影響等により売上高は2,705百万円(前年同期比24.1％減）、営業利益は347百
万円(前年同期比25.5％減）となりました。 
米国では、景気低迷により商品需要が低調に推移し、売上高は274百万円(前年同期比9.9％減）、営業利

益は18百万円(前年同期比51.9％減）となりました。 
欧州では、景気後退による影響を受け 需要の低迷と家電用防音材の在庫調整により、売上高は269百万円

(前年同期比57.5％減）、営業損失は35百万円(前年同期の営業利益は56百万円）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
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当第３四半期における総資産は、前連結会計年度末と比べ1,340百万円増加し、25,686百万円となりま
した。主な要因は、受取手形及び売掛金の増加（912百万円）と保有株式の株価の上昇に伴う投資有価証
券の増加（487百万円）によるものです。 
負債は前連結会計年度末と比べ1,013百万円増加し、12,181百万円となりました。主な要因は、支払手

形及び買掛金の増加(1,232百万円）と借入金の減少（214百万円）によるものです。 
純資産はその他有価証券評価差額金の増加（299百万円）等により13,504百万円となりました。 
  
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、267百万円の増加の4,421百万円となりました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益234百万円（前年同期比552百万円

減）、売上債権の増加によるキャッシュ・フロー減少805百万円（前年同期比1,487百万円減）、仕入債務
の増加1,091百万円（前年同期比1,100百万円増加）、法人税等の還付額118百万円の収入、減価償却費592
百万円（前年同期比45百万円減）等により、1,037百万円の収入（前年同期比173百万円減）となりまし
た。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
投資活動によるキャッシュ・フローは、自動車用金型等の有形固定資産の取得による支出等により、

419百万円の支出（前年同期比170百万円増加）となりました。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出162百万円（前年同期は329百万円

の支出）、配当金の支払92百万円（前年同期は210百万円の支出）等により、414百万円の支出（前年同期
比243百万円増加）となりました。 

  

今後の経済環境は、中国やインドをはじめとするアジアの新興国の活発な経済活動の影響を受け、外需
や輸出による回復傾向が期待されますが、日本及び欧米諸国においては、設備投資の先送りや雇用環境の
停滞に伴う個人消費低迷が懸念され、各国政府による金融や景気対策、為替や原油価格の変動等不安要因
も多く依然として先行き不透明な情勢が継続するものと考えております。 
このような状況に於きましても、当社グループといたしましては、積極的な営業展開並びに経営の合理

化を継続し業容拡大に向け努力してまいる所存であります。 

  

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
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該当事項はありません。 
  

①簡便な会計処理 
  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り、簿価切下げを行う方法によっております。 
  3）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の著しい変化が生
じておらず、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。 

  4)固定資産の減価償却費の算定方法 
減価償却の方法として定率法を採用している固定資産の減価償却については、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。 
  ②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 
  1）税金費用の計算 

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する方法を採用しております。 

  

  セグメント情報の変更 
当第１四半期連結会計期間より、国内外市場における潜在需要の発掘及び営業力の強化と活性化を目

的として、組織再編を実施したことに伴い、経営管理区分を変更したため、事業の種類別セグメントの
事業区分の方法を変更しております。具体的には、従前の化学品部門を「化学品部門」と「化工品部
門」（新設）の２部門に分離し、（新）化学品部門には、一般工業用ケミカルを主体として従前の機材
部門を統合し、新設の化工品部門には、洗車ケミカルと液晶関連のファインケミカルを主体として機械
部門の工業用熱風機関連の営業部門を統合しております。 
 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

  

  

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
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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 4,497,425 4,176,167

受取手形及び売掛金 6,807,621 5,894,656

商品及び製品 1,410,462 1,478,477

仕掛品 22,935 16,762

原材料及び貯蔵品 450,634 380,584

繰延税金資産 189,357 182,466

その他 533,075 604,956

貸倒引当金 △6,815 △6,005

流動資産合計 13,904,697 12,728,065

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,029,268 4,684,679

減価償却累計額 △2,358,639 △2,173,032

建物及び構築物（純額） 2,670,628 2,511,646

機械装置及び運搬具 2,996,480 2,635,723

減価償却累計額 △2,011,133 △1,648,861

機械装置及び運搬具（純額） 985,347 986,861

土地 4,225,449 4,220,509

リース資産 208,522 152,937

減価償却累計額 △77,609 △49,000

リース資産（純額） 130,913 103,936

建設仮勘定 61,162 240,320

その他 2,673,636 2,700,737

減価償却累計額 △2,338,882 △2,241,317

その他（純額） 334,753 459,420

有形固定資産合計 8,408,254 8,522,694

無形固定資産   

リース資産 77,113 94,971

その他 28,310 36,371

無形固定資産合計 105,424 131,342

投資その他の資産   

投資有価証券 2,903,361 2,416,111

長期貸付金 52,000 56,987

繰延税金資産 3,546 134,695

その他 365,007 406,072

貸倒引当金 △56,202 △49,888

投資その他の資産合計 3,267,713 2,963,978

固定資産合計 11,781,393 11,618,015

資産合計 25,686,091 24,346,081
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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 4,361,818 3,129,110

短期借入金 3,051,519 3,104,000

1年内返済予定の長期借入金 1,400,000 187,000

リース債務 78,950 76,708

未払法人税等 102,656 68,048

賞与引当金 149,201 275,855

その他 592,254 533,557

流動負債合計 9,736,399 7,374,281

固定負債   

長期借入金 925,000 2,300,000

リース債務 135,642 126,175

繰延税金負債 142,287 111,410

退職給付引当金 904,494 913,384

役員退職慰労引当金 172,383 203,651

負ののれん 64,145 －

その他 100,766 139,097

固定負債合計 2,444,718 3,793,719

負債合計 12,181,118 11,168,000

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,201,205 2,201,205

資本剰余金 2,277,406 2,277,469

利益剰余金 7,568,625 7,651,176

自己株式 △131,746 △131,272

株主資本合計 11,915,490 11,998,578

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 804,769 504,801

繰延ヘッジ損益 △29,309 △39,728

為替換算調整勘定 △374,257 △398,469

評価・換算差額等合計 401,202 66,602

少数株主持分 1,188,279 1,112,898

純資産合計 13,504,972 13,178,080

負債純資産合計 25,686,091 24,346,081
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(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 21,503,308 16,793,317

売上原価 15,797,406 12,306,745

売上総利益 5,705,901 4,486,571

販売費及び一般管理費 4,874,941 4,222,223

営業利益 830,960 264,347

営業外収益   

受取利息 25,596 16,737

受取配当金 41,188 31,117

負ののれん償却額 23,779 12,027

持分法による投資利益 － 9,444

その他 48,325 46,176

営業外収益合計 138,889 115,504

営業外費用   

支払利息 51,431 48,616

持分法による投資損失 27,933 －

デリバティブ評価損 106,820 24,045

為替差損 46,546 50,993

その他 17,870 13,456

営業外費用合計 250,601 137,112

経常利益 719,248 242,738

特別利益   

固定資産売却益 244,515 －

投資有価証券売却益 46,490 －

特別利益合計 291,005 －

特別損失   

固定資産売却損 5,099 －

固定資産除却損 33,540 5,695

投資有価証券評価損 87,141 －

たな卸資産評価損 97,340 －

会員権評価損 － 2,400

特別損失合計 223,121 8,095

税金等調整前四半期純利益 787,132 234,643

法人税、住民税及び事業税 317,015 152,940

法人税等調整額 △35,487 △5,214

法人税等合計 281,528 147,726

少数株主利益 94,149 52,829

四半期純利益 411,454 34,087
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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 787,132 234,643

減価償却費 638,172 592,755

投資有価証券売却損益（△は益） △46,490 －

投資有価証券評価損益（△は益） 87,141 －

有形固定資産売却損益（△は益） △239,415 －

有形固定資産除却損 33,540 5,695

デリバティブ評価損益（△は益） 106,820 24,045

負ののれん償却額 △23,035 △12,027

賞与引当金の増減額（△は減少） △190,467 △126,813

退職給付引当金の増減額（△は減少） △60,585 △8,918

受取利息及び受取配当金 △66,785 △47,855

支払利息 51,431 48,616

持分法による投資損益（△は益） 27,933 △9,444

売上債権の増減額（△は増加） 681,425 △805,954

たな卸資産の増減額（△は増加） △148,258 50,656

仕入債務の増減額（△は減少） △8,795 1,091,615

その他 △21,703 △7,156

小計 1,608,060 1,029,857

利息及び配当金の受取額 64,357 48,620

利息の支払額 △45,481 △38,910

法人税等の支払額 △416,328 △120,557

法人税等の還付額 － 118,229

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,210,607 1,037,239

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） 16,169 △52,340

有形固定資産の取得による支出 △554,776 △331,263

有形固定資産の売却による収入 302,208 －

投資有価証券の取得による支出 △116,703 △5,215

投資有価証券の売却による収入 83,776 －

貸付金の回収による収入 21,987 4,987

その他 △1,925 △35,606

投資活動によるキャッシュ・フロー △249,265 △419,438

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） 380,000 △90,790

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △66,898

長期借入金の返済による支出 △329,000 △162,000

配当金の支払額 △210,639 △92,141

その他 △10,772 △2,445

財務活動によるキャッシュ・フロー △170,411 △414,275

現金及び現金同等物に係る換算差額 △255,807 37,177

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 535,123 240,703

現金及び現金同等物の期首残高 3,321,093 4,153,857

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 27,074

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,856,216 4,421,635
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該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

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） 

（単位：千円）

 
（注） １ 商品・サービス別の経営管理区分にしたがって、事業区分を行っております。 
    ２ 各事業の主な取扱い区分に属する主要製品 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

機械部門
化成品
部門

化学品
部門

産業用
素材部門

機材部門
その他 
部門

消去 
又は全社

連結

１ 売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

2,093,971 3,975,143 4,886,558 6,335,577 2,071,015 2,141,041 ― 21,503,308

(2) セグメント間の
内部売上高又は
振替高

4,002 3,283 52 1,986 75,166 84,916 (169,408) ―

計 2,097,974 3,978,426 4,886,611 6,337,563 2,146,182 2,225,957 (169,408) 21,503,308

営業利益(△営業損失） △214,205 443,995 422,792 251,727 △82,899 9,549 ― 830,960

事業区分 主要製品

機械部門 食品・化学設備機械、製靴機械・材料、自動車関連設備機械、粉体塗装機器

化成品部門
自動車用材料(ボディーシーラー、アンダーコート他) 
自動車部品(剛性補助材、制振材、中空発泡部材他) 
ガラス用シール材

化学品部門
工業用洗浄剤、液晶関連ファインケミカル、洗車ケミカル他工業用薬品
洗浄設備、バレル研磨機、研磨材料

産業用素材部門 自動車用防音材、家電用防音材

機材部門 鉄鋼・特殊鋼設備機械、ケミカル(塗料・薬品)、道路機材

その他部門 石油関連商品、不動産賃貸、介護機器
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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） 

（単位：千円）

 
（注） １ 商品・サービス別の経営管理区分にしたがって、事業区分を行っております。 
    ２ 各事業の主な取扱い区分に属する主要製品 

 
    ３ 事業区分の方法の変更 

第１四半期連結会計期間より、国内外市場における潜在需要の発掘及び営業力の強化と活性化
を目的として、組織再編を実施したことに伴い、経営管理区分を変更しております。 
これに伴い、事業区分を「機械部門」「化成品部門」「化学品部門」「産業用素材部門」「機
材部門」「その他部門」から、「機械部門」「化成品部門」「化学品部門」「産業用素材部
門」「化工品部門」「その他部門」に変更しております。 
具体的には、従前の化学品部門を「化学品部門」と「化工品部門」の２部門に分離し、化学品
部門には、一般工業用ケミカルを主体として従前の機材部門を統合し、化工品部門には、洗車
ケミカルと液晶関連のファインケミカルを主体として機械部門の工業用熱風機関連の営業部門
を統合しております。 
なお、当第３四半期連結累計期間の事業区分によった場合の前第３四半期連結累計期間の事業
の種類別セグメント情報は次のとおりであります。 

  

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） 

（単位：千円）

機械部門
化成品
部門

化学品
部門

産業用
素材部門

化工品
部門

その他 
部門

消去 
又は全社

連結

１ 売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

1,480,280 3,086,152 3,179,340 5,377,787 2,213,340 1,456,416 ― 16,793,317

(2) セグメント間の
内部売上高又は
振替高

993 137,783 15,892 35 1,009 40,241 (195,955) ―

計 1,481,273 3,223,935 3,195,232 5,377,822 2,214,350 1,496,658 (195,955) 16,793,317

営業利益(△営業損失） △243,163 361,874 △120,543 203,724 81,738 △19,283 ― 264,347

事業区分 主要製品

機械部門 食品・化学設備機械、製靴機械・材料、自動車関連設備機械、粉体塗装機器

化成品部門
自動車用材料(ボディーシーラー、アンダーコート他) 
自動車部品(剛性補助材、制振材、中空発泡部材他) 
ガラス用シール材

化学品部門
工業用洗浄剤、バレル研磨機、研磨材料、鉄鋼・特殊鋼設備機械 
ケミカル(塗料・薬品)、道路機材

産業用素材部門 自動車用防音材、家電用防音材

化工品部門
液晶関連ファインケミカル、洗車ケミカル他工業用薬品、洗浄設備 
工業用熱風機

その他部門 石油関連商品、不動産賃貸、介護機器

機械部門
化成品 
部門

化学品
部門

産業用
素材部門

化工品
部門

その他 
部門

消去 
又は全社

連結

１ 売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

1,810,806 3,975,143 4,749,335 6,335,577 2,491,404 2,141,041 ― 21,503,308

(2) セグメント間の
内部売上高又は
振替高

1,138 3,283 75,219 1,986 2,864 84,916 （169,408） ―

計 1,811,944 3,978,426 4,824,554 6,337,563 2,494,268 2,225,957 （169,408） 21,503,308

営業利益(△営業損失） △112,961 443,995 99,339 251,727 139,309 9,549 ― 830,960
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【所在地別セグメント情報】 

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） 

（単位：千円） 

 
(注) 国又は地域の区分方法及び各区分に属する主な国又は地域 
  １ 国又は地域の区分方法………………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又は地域……アジア：中国、韓国、タイ、台湾 
                    米州：アメリカ 
                    欧州：オランダ、ロシア、チェコ 
  

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） 

（単位：千円） 

 
(注) 国又は地域の区分方法及び各区分に属する主な国又は地域 
 １ 国又は地域の区分方法………………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又は地域……アジア：中国、韓国、タイ、台湾 
                   米州：アメリカ 
                   欧州：オランダ、ロシア、チェコ 

日本 アジア 米州 欧州 計
消去 

又は全社
連結

１ 売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

17,000,040 3,565,566 304,660 633,040 21,503,308 ― 21,503,308

(2) セグメント間の
内部売上高又は
振替高

662,773 348,347 17,826 33,024 1,061,972 (1,061,972) ―

計 17,662,814 3,913,914 322,486 666,065 22,565,280 (1,061,972) 21,503,308

営業利益 270,434 466,558 37,943 56,023 830,960 ― 830,960

日本 アジア 米州 欧州 計
消去

又は全社
連結

１ 売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

13,544,179 2,705,555 274,355 269,226 16,793,317 ― 16,793,317

(2) セグメント間の
内部売上高又は
振替高

476,719 262,542 200 8,495 747,957 (747,957) ―

計 14,020,899 2,968,097 274,556 277,721 17,541,274 (747,957) 16,793,317

営業利益(△営業損失) △66,120 347,806 18,261 △35,598 264,347 ― 264,347
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【海外売上高】 

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） 

 
(注) 国又は地域の区分方法及び各区分に属する主な国又は地域 
 １ 国又は地域の区分方法………………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又は地域……アジア：中国、韓国、タイ、台湾 
                   米州：アメリカ 
                   欧州：オランダ、ロシア、チェコ 
  

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) 国又は地域の区分方法及び各区分に属する主な国又は地域 
 １ 国又は地域の区分方法………………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又は地域……アジア：中国、韓国、タイ、台湾 
                   米州：アメリカ 
                   欧州：オランダ、ロシア、チェコ 
  

該当事項はありません。 

アジア 米州 欧州 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 3,651,617 340,041 970,285 4,961,944

Ⅱ 連結売上高(千円) 21,503,308

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

17.0 1.6 4.5 23.1

アジア 米州 欧州 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 2,779,788 278,009 484,423 3,542,220

Ⅱ 連結売上高(千円) 16,793,317

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

16.6 1.7 2.9 21.1

(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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