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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 769,369 △33.3 1,983 △95.8 △20,321 ― △31,675 ―

21年3月期第3四半期 1,153,667 ― 46,875 ― 60,392 ― 19,575 ―

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 △24.97 ―

21年3月期第3四半期 15.42 ―

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 1,762,985 417,110 20.4 283.37
21年3月期 1,732,003 421,934 21.0 287.44

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  359,377百万円 21年3月期  364,578百万円

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 ― 0.00 4.00
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 1,050,000 △26.3 4,000 △88.6 △27,000 ― △60,000 ― △47.18

-1-



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 

１．平成22年３月期の連結業績予想につきましては、平成21年11月５日の発表から変更ありません。 
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。業績予想の前提となる仮定等につきましては、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」をご覧下さい。 
３．通期の1株当たり当期純利益については、平成22年３月12日付実施予定の株式交換に際して交付する予定の株式数を考慮して算定しております。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

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 1,278,955,330株 21年3月期  1,278,955,330株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  10,708,663株 21年3月期  10,584,877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 1,268,294,015株 21年3月期第3四半期 1,269,593,347株
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１．連結経営成績に関する定性的情報  
  

(1) 当期業績の概況 

当第３四半期連結累計期間における世界経済は、中国をはじめとする新興国を中心に回復傾向にあるものの、

全体としては景気が低迷したまま推移し、依然として深刻な状況が続きました。   

わが国経済は、政府の景気対策効果やアジア向け輸出の増加等により、生産に持ち直しの動きが見られるもの

の、景気の先行きへの懸念から、設備投資が低調に推移し、雇用情勢が悪化、消費も低迷するなど、引き続き厳

しい状況のまま推移しました。 

当社グループを取り巻く事業環境は、世界経済及びわが国経済の景気低迷を背景に、セメント及び自動車・半

導体産業等における需要減少、銅価格の下落、並びに為替が円高のまま推移したこと等の影響を受け、極めて厳

しい状況で推移しました。 

このような状況の下、当社グループは、平成20年12月に策定した「総合経営対策」に基づき、緊急的なコスト

対策、及び経営資源の集中や低コスト体質への転換のための諸施策を強力に推進しました。また、想定を超えた

事業環境の悪化に対応するため、この「総合経営対策」を徹底・深化させた追加対策を策定して、事業所の集約

や労務費対策をはじめとした更なる企業体質の低コスト化等を図り、経営基盤の強化と業績の早期回復に向けた

取組みに引き続き尽力してまいりました。 

 これら諸対策の効果は着実に表れているものの、当社関連事業における景気低迷が長期化した影響を強く受

け、当第３四半期連結累計期間の連結業績は、売上高7,693億69百万円（前年同期比33.3％減）、営業利益19億

83百万円（同95.8％減）、経常損失203億21百万円（前年同期は603億92百万円の経常利益）、四半期純損失316

億75百万円（前年同期は195億75百万円の四半期純利益）となりました。 

(2) 事業の種類別セグメントの概況 

（セメント事業部門） 

セメント事業は、国内では、民間設備投資の低迷に加えて、公共投資についても低調に推移したことにより、需

要が大幅に減少しました。海外では、中国における需要が回復し、インド等における需要も堅調に推移しました

が、米国における需要は住宅建設をはじめとして全体的に落ち込みました。なお、事業部全体のセメント生産量は

8.6百万トン（前年同期比1.3百万トン減産）となりました。 

事業部門全体では、コスト削減効果はあったものの、販売が減少したため、前年同期に比べて、減収減益となり

ました。 

（銅事業部門） 

銅地金は、インドネシア・カパー・スメルティング社における増産に加えて、コスト削減効果があったものの、

銅及び副産品の価格下落、並びに第１四半期における国内製錬所の操業トラブルによる減産の影響があったことな

どから減収減益となりました。なお、事業部門全体の電気銅生産量は、437千トン（前年同期比10千トン増産）と

なりました。 

金は、原料鉱石中の金の含有量が増加したことから、増収増益となりました。 

銅加工品は、需要が緩やかな回復傾向にあるものの、自動車・電子材料向けの販売の大幅な減少により、減収減

益となりました。 

以上の結果、事業部門全体では、前年同期に比べて、減収減益となりました。 

定性的情報・財務諸表等

    (単位：億円) 

    前第３四半期累計期間 当第３四半期累計期間  増減（増減率）

  売上高  1,489  1,229 △259 (△17.4％） 

  営業利益  89  75 △13（△15.5％） 

    (単位：億円) 

    前第３四半期累計期間 当第３四半期累計期間 増減（増減率）

  売上高  5,019  3,349 △1,669（△33.3％） 

  営業利益又は営業損失（△）  164  △4 △169 （－％） 
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（加工事業部門） 

超硬製品は、コスト削減効果があったことに加えて、国内・海外向け共に、受注は緩やかな回復傾向にあるもの

の、第２四半期までの自動車関連市場等での生産調整や、流通段階での在庫調整の影響により、受注が大幅に減少

したことから、減収減益となりました。 

高機能製品は、自動車関連及びガスタービン市場の在庫調整や航空機メーカーの量産遅れ等の影響により、受注

が大幅に減少したことから、減収減益となりました。 

以上の結果、事業部門全体では、前年同期に比べて、減収減益となりました。 

（電子材料事業部門） 

機能材料は、半導体用精密実装材料の販売が中国家電市場の特需等により好調に推移しましたが、その他半導体

関連製品の販売が減少したことから、減収減益となりました。 

電子デバイスは、家電・自動車向け製品等の販売が回復傾向にあるものの、携帯電話向け製品等の販売が低迷し

たことなどから、減収減益となりました。 

多結晶シリコン及びその関連製品は、300mmシリコンウェーハを中心とした半導体向け製品の販売が回復傾向に

あるものの、第２四半期までの客先在庫調整の影響を受け減少したことや、太陽電池向け製品の販売が減少したこ

とから、減収減益となりました。 

以上の結果、事業部門全体では、前年同期に比べて、減収減益となりました。 

（アルミ事業部門） 

アルミ缶は、夏場の天候不順等の影響により減販となりましたが、コスト削減効果等により、減収増益となりま

した。 

アルミ圧延・加工品は、コスト削減効果がありましたが、自動車関連の需要が、回復の兆しを見せつつも引き続

き低迷したことから、減収減益となりました。 

以上の結果、事業部門全体では、前年同期に比べて、減収増益となりました。 

（その他の事業部門） 

エネルギー関連は、燃料価格が下落したことに加えて、平成21年４月１日付で原子燃料部材事業の再編を実施し

たことに伴い、三菱原子燃料㈱が連結子会社から持分法適用関連会社になったことから、減収減益となりました。

貴金属は、金地金や宝飾関連の販売が減少しましたが、コスト削減効果等により、減収増益となりました。 

なお、原子力・エンジニアリング並びに環境リサイクル関連部門の受注高は、346億円（前年同期比273億円減

少）、受注残は、212億円（同256億円減少）となりました。 

    (単位：億円) 

    前第３四半期累計期間 当第３四半期累計期間 増減（増減率）

  売上高  1,237  677 △559（△45.2％） 

  営業利益又は営業損失（△）  102  △62 △164 （－％） 

    (単位：億円) 

    前第３四半期累計期間 当第３四半期累計期間 増減（増減率）

  売上高  579  445 △133（△23.0％） 

  営業利益  92  4 △88（△95.1％） 

    (単位：億円) 

    前第３四半期累計期間 当第３四半期累計期間 増減（増減率）

  売上高  1,261  976 △285（△22.6％） 

  営業利益  5  28 22 （407.6％） 

    (単位：億円) 

    前第３四半期累計期間 当第３四半期累計期間 増減（増減率）

  売上高  3,109  2,358 △750（△24.1％） 

  営業利益  61  31 △30（△49.8％） 
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 当第３四半期連結会計期間末における総資産は1兆7,629億円となり、前連結会計年度末比309億円増加しまし

た。これは、たな卸資産の増加などによるものです。 

 負債の部は1兆3,458億円となり、前連結会計年度末比358億円増加しました。これは、有利子負債の増加などに

よるものであります。 

 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とおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の増加や配当金の受取等の影響に

より、29億円の収入となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

 当第３四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資に係る支出等により、801億円の

支出となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動や投資活動の結果、772億円の支出となり、この資金を借入により調達したことなどにより、当第３四

半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、478億円の収入となりました。 

 以上の結果、当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、640億円（前連結会計年度末比337億

円減少）となりました。  

  

  

景気の先行きにつきましては、緩やかに回復していくことが期待されますが、デフレの進行や不安定な為替相場

など景気低迷が長期化するリスクを抱えており、予断を許さない状況で推移することが懸念されます。 

当社グループを取り巻く事業環境につきましては、一部に回復の兆しが見られるものの、超硬製品の自動車関連

市場における需要の回復が限定的であることに加えて、円高の長期化も懸念されることから、本格的な景気回復に

至るまでには更に時間を要することが予想されます。 

よって、平成21年11月５日に発表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。  

当社といたしましては、引き続き体質改善・事業構造改革などの抜本的対策への取組みを含め、「総合経営対

策」の徹底・深化を強力に推進してまいります。これらの施策により低コスト体質への転換を図ることで強固な経

営基盤を築き、来年度の着実な黒字化とその後の飛躍に繋げるべく全力を尽くす所存であります。 

今後も、これらの諸対策を全社一丸となって推進し、経営基盤の強化と業績の早期回復に努めてまいる所存であ

ります。 

  

  
（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） 

  

 該当事項はありません。   

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

４．その他
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四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む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

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。 

  

  ①完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、主として請負金額１億円以上かつ工期１年超の工事

については工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約

に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を第１四半期連結会計期間より適用し、第１

四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第３四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果

の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗度の見積りは原価比例法）を、その他の

工事については工事完成基準を適用しております。 

 なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。 

    ②時価のあるその他有価証券評価方法の変更 

その他有価証券のうち時価のある株式及び投資信託については、従来、四半期連結決算日の市場価格等

に基づく時価法によっておりましたが、第１四半期連結会計期間より四半期連結決算日前１か月の市場価

格等の平均に基づく時価法に変更しております。 

 この変更は、市況の短期的な変動による純資産の部への影響を排除することにより、財政状態をより適

切に表示するために行ったものであります。 

 これにより、従来の方法によった場合と比較して、繰延税金資産（投資その他の資産）は3,506百万

円、繰延税金負債（固定負債）は172百万円それぞれ増加し、その他有価証券差額金は5,335百万円、投資

有価証券は3,553百万円、少数株主持分は35百万円それぞれ減少しております。 

なお、当第３四半期連結累計期間の投資有価証券評価損および税金等調整前四半期純損失は5,153百万

円それぞれ減少しております。 

 また、時価が著しく下落した上記株式及び投資信託の四半期連結会計期間末の減損処理については、従

来、四半期切放法によっておりましたが、第１四半期連結会計期間より四半期洗替法に変更しておりま

す。 

 この変更は、各四半期ごとの市況の変動による影響を排除し、連結会計年度末における経営成績及び財

政状態をより適切に表示するために行ったものであります。 

 なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。 

  

（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 64,953 98,497

受取手形及び売掛金 183,846 168,857

商品及び製品 69,738 66,157

仕掛品 109,441 72,349

原材料及び貯蔵品 70,201 64,026

その他 183,847 185,046

貸倒引当金 △2,702 △2,978

流動資産合計 679,326 651,956

固定資産   

有形固定資産   

機械及び装置（純額） 196,351 211,590

土地（純額） 272,298 272,294

その他（純額） 236,331 226,172

有形固定資産合計 704,982 710,058

無形固定資産   

のれん 46,564 49,495

その他 9,388 10,101

無形固定資産合計 55,952 59,597

投資その他の資産   

投資有価証券 277,501 253,127

その他 52,698 66,815

投資損失引当金 △624 △640

貸倒引当金 △6,851 △8,910

投資その他の資産合計 322,724 310,391

固定資産合計 1,083,659 1,080,046

資産合計 1,762,985 1,732,003
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（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 119,385 103,784

短期借入金 300,239 283,932

1年内償還予定の社債 20,000 －

コマーシャル・ペーパー 22,000 26,000

未払法人税等 4,099 4,708

引当金 5,417 9,980

その他 294,527 307,143

流動負債合計 765,668 735,549

固定負債   

社債 75,000 95,000

長期借入金 351,213 301,080

退職給付引当金 50,570 50,376

その他の引当金 12,865 16,496

その他 90,556 111,565

固定負債合計 580,206 574,518

負債合計 1,345,874 1,310,068

純資産の部   

株主資本   

資本金 119,457 119,457

資本剰余金 108,283 108,287

利益剰余金 128,214 158,542

自己株式 △5,402 △5,371

株主資本合計 350,552 380,915

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 20,336 2,120

繰延ヘッジ損益 △589 △9,256

土地再評価差額金 30,653 30,459

為替換算調整勘定 △41,576 △39,660

評価・換算差額等合計 8,824 △16,337

少数株主持分 57,733 57,356

純資産合計 417,110 421,934

負債純資産合計 1,762,985 1,732,003
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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：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 1,153,667 769,369

売上原価 1,007,737 676,668

売上総利益 145,930 92,700

販売費及び一般管理費 99,054 90,717

営業利益 46,875 1,983

営業外収益   

受取利息 1,162 653

受取配当金 22,906 9,342

固定資産賃貸料 4,277 4,203

持分法による投資利益 5,431 －

その他 3,631 2,506

営業外収益合計 37,409 16,705

営業外費用   

支払利息 13,133 9,986

持分法による投資損失 － 20,640

その他 10,759 8,384

営業外費用合計 23,893 39,011

経常利益又は経常損失（△） 60,392 △20,321

特別利益   

持分変動利益 1,290 2,361

固定資産売却益 1,499 1,443

その他 337 838

特別利益合計 3,127 4,643

特別損失   

事業整理損 － 5,520

投資有価証券評価損 11,600 3,344

本社移転費用 － 2,588

その他 1,495 1,424

特別損失合計 13,096 12,877

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（△）

50,423 △28,555

法人税等 22,682 △138

少数株主利益 8,165 3,258

四半期純利益又は四半期純損失（△） 19,575 △31,675
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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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

50,423 △28,555

減価償却費 51,342 49,488

引当金の増減額（△は減少） △7,063 △4,507

受取利息及び受取配当金 △24,069 △9,995

支払利息 13,133 9,986

持分法による投資損益（△は益） △5,431 20,640

持分変動損益（△は益） △1,290 △2,361

有形固定資産売却損益（△は益） △1,468 △1,466

投資有価証券評価損益（△は益） 11,600 3,344

売上債権の増減額（△は増加） 21,985 △12,656

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,449 △53,681

仕入債務の増減額（△は減少） △42,827 16,864

その他 △22,421 16,057

小計 46,363 3,157

利息及び配当金の受取額 28,861 11,561

利息の支払額 △10,113 △9,790

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △33,416 △2,027

営業活動によるキャッシュ・フロー 31,694 2,901

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 △46,340 △51,478

有形固定資産の売却による収入 4,305 4,102

投資有価証券の取得による支出 △2,224 △8,775

投資有価証券の売却による収入 90 2,143

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△43,914 △25,269

その他 △4,799 △890

投資活動によるキャッシュ・フロー △92,883 △80,167

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） 25,558 20,399

長期借入れによる収入 111,240 82,259

長期借入金の返済による支出 △57,154 △45,314

社債の償還による支出 △15,000 －

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） △30,000 △4,000

自己株式の取得による支出 △5,156 △39

配当金の支払額 △10,186 －

少数株主への配当金の支払額 △7,860 △3,573

少数株主からの払込みによる収入 13,867 －

その他 △1,552 △1,926

財務活動によるキャッシュ・フロー 23,755 47,804

現金及び現金同等物に係る換算差額 △7,539 △663

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △44,973 △30,125

現金及び現金同等物の期首残高 109,360 97,780

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

4,582 △3,654

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 411 67

現金及び現金同等物の四半期末残高 69,380 64,067
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 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）事業区分の方法は売上集計区分によっており、各事業の主要製品は次のとおりであります。 

（１）セメント事業  セメント、セメント二次製品、生コンクリート、建材 

（２）銅事業     銅製錬（銅地金、金、銀、硫酸等）、銅加工製品 

（３）加工事業    超硬製品、高機能製品、ダイヤモンド工具 

（４）電子材料事業  機能材料、電子デバイス製品、多結晶シリコン、化成品 

（５）アルミ事業   アルミ缶、アルミ圧延・加工品 

（６）その他の事業  原子力関連、貴金属製品、環境リサイクル関連、不動産、エンジニアリング関連等 

  

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おります。 

２．本邦及び米国以外の区分に属する主な国又は地域 

  

  

（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〕

  
セメント
事 業 
(百万円) 

銅 
事 業 

(百万円) 

加 工
事 業 
(百万円) 

電子材料
事 業 

(百万円) 

アルミ
事 業 
(百万円) 

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  148,905 501,905 123,748 57,943 126,127 310,920  1,269,550 △115,883 1,153,667

営業利益  8,959 16,485 10,230 9,284 558 6,191  51,709 △4,833 46,875

  
セメント
事 業 
(百万円) 

銅 
事 業 

(百万円) 

加 工
事 業 
(百万円) 

電子材料
事 業 

(百万円) 

アルミ
事 業 
(百万円) 

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  122,964 334,970 67,783 44,589 97,621 235,845  903,775 △134,406 769,369

営業利益又は営業損失（△）  7,572 △465 △6,238 453 2,832 3,105  7,261 △5,277 1,983

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

(百万円) 

米国 

(百万円) 

欧州 

(百万円) 

アジア 

(百万円) 

その他 

(百万円) 

計 

(百万円) 

消去又

は全社 

(百万円) 

連結 

(百万円) 

売上高  961,255 82,920 18,984 211,564 2,455  1,277,180  △123,512 1,153,667

営業利益  30,739 10,089 2,217 7,887 780  51,715  △4,839 46,875

  
日本 

(百万円) 

米国 

(百万円) 

欧州 

(百万円) 

アジア 

(百万円) 

その他 

(百万円) 

計 

(百万円) 

消去又

は全社 

(百万円) 

連結 

(百万円) 

売上高  683,879 56,902 8,633 167,606 1,985  919,008  △149,638 769,369

営業利益又は営業損失（△）  △2,995 4,551 52 4,042 676  6,327  △4,343 1,983

(1） 欧州 … ドイツ、スペイン、イギリス、フランス、オランダ  

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

(3） その他 … オーストラリア 
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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おります。 

２．米国以外の区分に属する主な国又は地域  

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〕

  米国 欧州 アジア その他 計

海外売上高（百万円）  77,575  35,200  223,408  7,260  343,444

連結売上高（百万円）          1,153,667

連結売上高に占める海外売上高の割

合（％） 
 6.7  3.1  19.4  0.6  29.8

  米国 欧州 アジア その他 計

海外売上高（百万円）  52,386  44,419  165,220  5,516  267,543

連結売上高（百万円）          769,369

連結売上高に占める海外売上高の割

合（％） 
 6.8  5.8  21.5  0.7  34.8

(1） 欧州 … ドイツ、イギリス、スペイン、フランス 

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

(3） その他 … オーストラリア、カナダ、ブラジル 

（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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