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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 8,827 △25.2 369 18.2 316 77.6 173 91.6
21年3月期第3四半期 11,808 ― 312 ― 177 ― 90 ―

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 28.84 ―
21年3月期第3四半期 15.04 ―

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 10,882 3,867 35.5 643.83
21年3月期 12,888 3,796 29.4 631.85

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  3,867百万円 21年3月期  3,796百万円

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 ― 15.00 15.00
22年3月期 ― 0.00 ―
22年3月期 

（予想）
15.00 15.00

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 11,500 △22.6 700 12.1 600 20.5 300 22.5 49.93

admi
新規スタンプ



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 
 本資料に掲載されている業績見通し等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれておりま
す。世界経済・競合状況・為替・金利の変動等にかかわるリスクや不安定要因により、実際の業績が記載の予想数値と大幅に異なる可能性があります。 
 なお、業績予想に関する事項は、４ページの３．連結業績予想に関する定性的情報をご参照ください。 

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3四半期 6,050,000株 21年3月期  6,050,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  42,605株 21年3月期  42,205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 6,007,660株 21年3月期第3四半期 6,009,089株



    

 当第３四半期連結会計期間（平成21年10月１日から12月31日までの３ヶ月）におけるわが国経済は、世界的な景気

後退に底打ちの兆しがみられ、政権交代による景気高揚への期待感もあったものの、デフレ経済からの打開策が見出

せず、企業業績の低迷から雇用情勢および所得環境が依然として厳しく、先行き不透明な状況で推移しました。 

 当社グループの第３四半期連結会計期間（平成21年10月１日から12月31日までの３ヶ月）としましては、売上高31

億８千４百万円(前年同期比９億８百万円 22.2％減)、燃油価格の高止まりによる運航費用の増加などにより営業利

益１億７千４百万円(前年同期比９千６百万円 35.6％減)となりました。経常利益１億４千２百万円(前年同期比８千

９百万円 38.4％減)、特別利益としまして固定資産売却益６千８百万円などがあり、四半期純利益９千８百万円(前

年同期比７千２百万円 42.2％減)となりました。 

 当第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から12月31日までの９ヶ月）としましては、売上高88億２千７百万

円(前年同期比29億８千万円 25.2％減)、営業利益３億６千９百万円(前年同期比５千６百万円 18.2％増)、経常利益

３億１千６百万円(前年同期比１億３千８百万円 77.6％増)、四半期純利益１億７千３百万円(前年同期比８千２百万

円 91.6％増)となりました。 

 当第３四半期連結会計期間（平成21年10月１日から12月31日までの３ヶ月）における、事業の種類別セグメントの

業績概況は次のとおりです。 

 ①  海運事業 

 海運事業につきましては、10月以降も燃油価格が緩やかに上昇し高止まりの傾向が続いております。当該期間中に

所有船１隻を売却したこと、漁船の操業海域の移動に伴い運搬船の航路調整を行ったために航海数が減少したこと、

さらには地中海での蓄養まぐろ加工事業において、国内市況の下落に伴う買付け時期の大幅な遅れにより加工作業に

も相当の遅延が生じたことなどにより、売上および利益に大きな影響を受けました。この結果、売上高12億９千８百

万円(前年同期比９億４千８百万円 42.2％減)、営業利益１億８千１百万円(前年同期比１億４千９百万円 45.2％減)

となりました。 

 ②  貿易事業 

 貿易事業につきましては、経済発展著しいアジア地区において季節商材であるサンマなどの日本産水産物の海外向

け輸出が順調に推移いたしました。一方海外巻網漁船の休業を受け機械・資材販売が伸び悩み、また国内消費の低迷

から冷凍水産加工食品の販売も苦戦いたしました。この結果、売上高８億８千万円(前年同期比４千９百万円 5.3％

減)、営業利益２千万円(前年同期 営業損失３千１百万円)となりました。   

 ③  洋上給油事業 

 洋上給油事業につきましては、漁船船主との綿密な情報交換などによる洋上給油船の運航コスト削減に努めた結

果、売上高10億４百万円(前年同期比８千９百万円 9.8％増)、営業利益４千４百万円(前年同期比１千３百万円 

41.8％増)となりました。 

  ④  その他事業 

 その他事業の不動産事業につきましては、売上高１百万円(前年同期比０百万円 0.4％減)、営業利益０百万円(前

年同期比０百万円 11.5％減)となりました。  

所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。 

 ①  日本 

 日本につきましては、超低温冷蔵船の売却および運搬船の航路調整による航海数の減少、蓄養加工作業の遅延など

により、売上高30億８千９百万円（前年同期比８億９千８百万円 22.5%減）、営業利益２億４千１百万円（前年同期

比３千1百万円 11.5%減）となりました。 

 ②  パナマ 

 パナマにつきましては、超低温冷蔵船１隻売却による傭船料収入の減少などにより、売上高２億８千８百万円（前

年同期比９千５百万円 24.8%減）、営業利益1百万円（前年同期比４千６百万円 97.4%減）となりました。  

 ③  台湾 

 台湾につきましては、台湾国内における超低温冷蔵船への集荷受取口銭や台湾漁船主への漁具資材販売などによ

り、売上高８百万円（前年同期比０百万円 0.5%増）を計上したものの損益分岐点には至らず、営業損失０百万円

（前年同期  営業利益７百万円）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



  

  （1）資産、負債および純資産の状況 

 当第３四半期連結会計期間末は、総資産が前連結会計年度末に比べ20億６百万円減少し、108億８千２百万円とな

りました。このうち流動資産は前連結会計年度末に比べ11億３千４百万円減少し61億４千８百万円となりました。こ

れは、現金及び預金４億５百万円などが増加したものの、その他での海外まぐろ関連事業などの前渡金５億９千８百

万円、立替金４億２千９百万円などの減少があったことによるものです。固定資産は前連結会計年度末に比べ８億７

千２百万円減少し47億３千３百万円となりました。これは船舶での超低温冷蔵船の売却による３億５千８百万円と減

価償却３億９千１百万円、長期貸付金１億３千６百万円の減少などがあったことによるものです。 

 負債は、前連結会計年度末に比べ20億７千８百万円減少し、70億１千４百万円となりました。これは、流動負債で

短期借入金６億８千６百万円、固定負債で社債５億５千５百万円、長期借入金２億１千万円などの減少があったこと

によるものです。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べ７千１百万円増加し、38億６千７百万円となりました。これは利益剰余金８千

３百万円などの増加があったことによるものです。 

 この結果自己資本比率は、前連結会計年度末より6.0%上昇し35.5%になりました。 

 （2）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、前第3四半期連結会計期間末

に比べ１億５千６百万円減少し12億４千７百万円となりました。また、前連結会計期間末に比べ４億５千５百万円増

加しております。 

 当第３四半期連結累計期間の内訳は、営業活動による資金では法人税等の支払額３億４千３百万円などの支出があ

ったものの、税金等調整前四半期純利益３億９千３百万円、減価償却費４億２百万円、前渡金の減少額５億９千８百

万円、売上債権の減少額３億１千９百万円などにより、15億４千８百万円の収入（前年同四半期は８百万円の支出）

となりました。 

 投資活動による資金は、貸付けによる支出４億９千万円があったものの、貸付金の回収による収入６億６千３百万

円、有形固定資産の売却による収入４億２千７百万円などにより、６億３千６百万円の収入（前年同四半期は36億３

千６百万円の支出）となりました。 

 財務活動による資金は、長期借入れによる収入３億８千５百万円があったものの、社債の償還による支出６億９千

５百万円、長期借入金の返済による支出６億８千２百万円などにより、16億８千１百万円の支出（前年同四半期は42

億５千３百万円の収入）となりました。 

  

 当社グループは、経営を取巻く環境は依然厳しいと予測しておりますが、当第３四半期連結累計期間は計画通りに

推移しておりますので、通期の業績予想については、平成21年５月13日に公表した連結業績予想を変更しておりませ

ん。  

  

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。  

  

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

（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



５．四半期連結財務諸表 
（１）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) 

海運業収益 4,840,553 3,891,088

海運業費用 4,290,270 3,326,306

海運業利益 550,283 564,782

貿易業収益 4,084,945 2,541,201

貿易業費用 3,862,265 2,318,464

貿易業利益 222,680 222,736

洋上給油事業収益 2,879,733 2,392,412

洋上給油事業費用 2,796,571 2,304,814

洋上給油事業利益 83,161 87,597

その他事業収益 3,090 2,977

その他事業費用 603 647

その他事業利益 2,487 2,329

売上総利益 858,612 877,446

販売費及び一般管理費 545,930 507,842

営業利益 312,682 369,603

営業外収益   

受取利息 48,882 88,568

受取配当金 4,170 3,772

デリバティブ評価益 － 18,846

その他 2,474 2,213

営業外収益合計 55,528 113,400

営業外費用   

支払利息 92,082 102,322

デリバティブ評価損 3,151 －

為替差損 66,794 47,869

有価証券評価損 4,197 －

貸倒引当金繰入額 1,766 －

持分法による投資損失 8,230 7,293

その他 14,036 9,331

営業外費用合計 190,261 166,816

経常利益 177,949 316,187

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 8,985

固定資産売却益 － 68,713

特別利益合計 － 77,698

特別損失   

投資有価証券評価損 7,459 －

特別損失合計 7,459 －

税金等調整前四半期純利益 170,490 393,886

法人税、住民税及び事業税 88,147 177,127

法人税等調整額 △8,050 43,486

法人税等合計 80,097 220,614

四半期純利益 90,393 173,272



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

海運業収益 2,247,842 1,298,934

海運業費用 1,857,099 1,056,662

海運業利益 390,743 242,272

貿易業収益 929,883 880,167

貿易業費用 865,851 804,982

貿易業利益 64,032 75,185

洋上給油事業収益 914,575 1,004,422

洋上給油事業費用 880,429 956,810

洋上給油事業利益 34,146 47,612

その他事業収益 1,027 1,018

その他事業費用 160 215

その他事業利益 866 803

売上総利益 489,788 365,872

販売費及び一般管理費 218,939 191,697

営業利益 270,848 174,175

営業外収益   

受取利息 22,869 13,829

受取配当金 1,050 938

デリバティブ評価益 － 15,717

持分法による投資利益 64,969 －

その他 168 136

営業外収益合計 89,058 30,622

営業外費用   

支払利息 37,381 31,167

デリバティブ評価損 51,420 －

為替差損 31,472 8,129

有価証券評価損 3,133 3,847

貸倒引当金繰入額 1,766 －

持分法による投資損失 － 13,139

その他 2,284 5,521

営業外費用合計 127,459 61,806

経常利益 232,448 142,991

特別利益   

貸倒引当金戻入額  2,107

固定資産売却益 － 68,713

特別利益合計 － 70,820

特別損失   

投資有価証券評価損 7,459 －

特別損失合計 7,459 －

税金等調整前四半期純利益 224,989 213,812

法人税、住民税及び事業税 82,156 82,203

法人税等調整額 △28,062 32,886

法人税等合計 54,094 115,090

四半期純利益 170,895 98,721



（２）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 1,369,248 964,070

受取手形・海運業未収金及び売掛金 2,148,333 2,432,619

有価証券 50,948 50,022

商品及び製品 248,923 601,003

原材料及び貯蔵品 303,721 237,913

立替金 371,594 801,048

前渡金 － 1,414,516

繰延税金資産 － 31,931

その他 1,679,639 772,889

貸倒引当金 △23,958 △23,376

流動資産合計 6,148,450 7,282,639

固定資産   

有形固定資産   

船舶（純額） 3,660,975 4,410,503

建物及び構築物（純額） 182,684 189,988

その他（純額） 7,688 8,295

土地 315,784 315,784

有形固定資産合計 4,167,132 4,924,572

無形固定資産 5,267 5,461

投資その他の資産   

投資有価証券 111,234 114,694

長期貸付金 210,612 347,592

繰延税金資産 112,494 108,564

その他 180,762 209,903

貸倒引当金 △53,858 △104,817

投資その他の資産合計 561,244 675,938

固定資産合計 4,733,644 5,605,972

資産合計 10,882,095 12,888,611



（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   

海運業未払金及び買掛金 841,001 1,088,194

1年内償還予定の社債 290,000 430,000

短期借入金 1,453,310 2,139,480

前受収益 39,536 122,013

未払法人税等 87,124 253,975

賞与引当金 5,250 21,924

役員賞与引当金 16,000 15,000

繰延税金負債 14,771 －

その他 347,160 347,495

流動負債合計 3,094,155 4,418,084

固定負債   

社債 235,000 790,000

長期借入金 3,279,800 3,490,740

退職給付引当金 165,332 161,581

役員退職慰労引当金 125,332 112,954

その他 114,688 119,218

固定負債合計 3,920,152 4,674,493

負債合計 7,014,307 9,092,577

純資産の部   

株主資本   

資本金 890,000 890,000

資本剰余金 961,593 961,593

利益剰余金 2,091,749 2,008,594

自己株式 △14,544 △14,421

株主資本合計 3,928,798 3,845,765

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 11,888 13,959

繰延ヘッジ損益 △122,985 △118,674

為替換算調整勘定 50,086 54,983

評価・換算差額等合計 △61,010 △49,730

純資産合計 3,867,787 3,796,034

負債純資産合計 10,882,095 12,888,611



（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 170,490 393,886

減価償却費 371,688 402,559

持分法による投資損益（△は益） 8,230 7,293

貸倒引当金の増減額（△は減少） 55,088 △50,375

賞与引当金の増減額（△は減少） △18,690 △16,674

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △5,669 1,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,596 3,751

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 11,010 12,378

受取利息及び受取配当金 △53,053 △92,340

支払利息 92,082 102,322

有形固定資産売却損益（△は益） － △68,713

有価証券評価損益（△は益） 4,197 △873

投資有価証券評価損益（△は益） 7,459 －

デリバティブ評価損益（△は益） 3,151 △18,846

為替差損益（△は益） 71,568 54,318

売上債権の増減額（△は増加） 269,960 319,118

たな卸資産の増減額（△は増加） 486,239 280,751

前渡金の増減額（△は増加） △1,362,532 598,044

仕入債務の増減額（△は減少） △22,298 △235,876

その他 166,845 267,479

小計 259,365 1,959,202

利息及び配当金の受取額 44,853 37,379

利息の支払額 △93,347 △103,760

法人税等の支払額 △219,818 △343,978

営業活動によるキャッシュ・フロー △8,947 1,548,843

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 － 50,000

定期預金の預入による支出 △10,000 －

有形固定資産の取得による支出 △3,131,379 △13,815

有形固定資産の売却による収入 － 427,046

貸付けによる支出 △585,996 △490,000

貸付金の回収による収入 90,604 663,668

その他 － △843

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,636,771 636,056

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） 1,674,000 △600,000

長期借入れによる収入 3,465,600 385,000

長期借入金の返済による支出 △1,000,456 △682,110

社債の発行による収入 500,000 －

社債の償還による支出 △295,000 △695,000

配当金の支払額 △90,064 △89,765

その他 △382 △122

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,253,697 △1,681,998

現金及び現金同等物に係る換算差額 △56,587 △47,724

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 551,391 455,177

現金及び現金同等物の期首残高 852,479 792,080

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,403,871 1,247,258



 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） 

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） 

（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〕

  
海運事業 
（千円） 

貿易事業 
（千円） 

洋上給油事
業（千円）

その他事業
（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 
 4,840,553  4,084,945  2,879,733  3,090  11,808,323  －  11,808,323

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  －  －  2,340  2,340 (2,340)  －

計  4,840,553  4,084,945  2,879,733  5,430  11,810,663 (2,340)  11,808,323

営業利益  392,738  47,384  74,565  3,130  517,818 (205,136)  312,682

  
海運事業 
（千円） 

貿易事業 
（千円） 

洋上給油事
業（千円）

その他事業
（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 
 3,891,088  2,541,201  2,392,412       2,977  8,827,680       －  8,827,680

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
      －       －      －       2,520       2,520 (2,520)       －

計  3,891,088  2,541,201  2,392,412       5,497  8,830,200 (2,520)  8,827,680

営業利益  395,125  104,246       78,939       2,863  581,175 (211,572)  369,603



前第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間（自平成21年10月１日 至平成21年12月31日） 

 （注）１．事業区分は主たる業務内容によって区分しております。 

２．各事業の主な内容 

(1）海運事業……超低温冷蔵船運航及び超低温冷蔵船傭船業務、蓄養まぐろ加工運搬業務、船舶貸渡業務 

(2）貿易事業……輸出入貿易業務、冷凍まぐろ輸入代行業務、冷凍まぐろ販売業務 

(3）洋上給油事業……漁船向け燃油給油業務 

(4）その他事業……不動産賃貸業務 

  
海運事業 
（千円） 

貿易事業 
（千円） 

洋上給油事
業（千円）

その他事業
（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 
 2,247,842  929,883  914,575  1,027  4,093,329  －  4,093,329

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  －  －  840  840 (840)  －

計  2,247,842  929,883  914,575  1,867  4,094,169 (840)  4,093,329

営業利益又は営業損失(△)  330,785  △31,458  31,455  1,108  331,890 (61,041)  270,848

  
海運事業 
（千円） 

貿易事業 
（千円） 

洋上給油事
業（千円）

その他事業
（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 
 1,298,934  880,167  1,004,422       1,018  3,184,543       －  3,184,543

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
      －       －       －       840       840 (840)       －

計  1,298,934  880,167  1,004,422       1,858  3,185,383     (840)  3,184,543

営業利益  181,038       20,668       44,632       980  247,319 (73,143)  174,175



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） 

前第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間（自平成21年10月１日 至平成21年12月31日） 

 （注）国又は地域の区分は国によっております。 

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（千円） 
パナマ 

（千円） 
台湾 

（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  11,587,365  220,957  －  11,808,323  －  11,808,323

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 56,767  766,686  23,450  846,904 (846,904)  －

計  11,644,133  987,644  23,450  12,655,228 (846,904)  11,808,323

営業利益  447,034  49,086  10,208  506,328 (193,646)  312,682

  
日本 

（千円） 
パナマ 

（千円） 
台湾 

（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  8,464,175  356,321  7,183  8,827,680  －  8,827,680

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 76,919  670,521  8,234  755,676 (755,676)  －

計  8,541,094  1,026,843  15,418  9,583,356 (755,676)  8,827,680

営業利益又は営業損失（△）  574,435  △1,410  △7,418  565,606 (196,003)  369,603

  
日本 

（千円） 
パナマ 

（千円） 
台湾 

（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  3,968,767  124,562  －  4,093,329  －  4,093,329

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 18,821  259,090  8,923  286,835 (286,835)  －

計  3,987,588  383,652  8,923  4,380,164 (286,835)  4,093,329

営業利益  272,744  47,832  7,173  327,750 (56,901)  270,848

  
日本 

（千円） 
パナマ 

（千円） 
台湾 

（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  3,064,748  113,424  6,369  3,184,543  －  3,184,543

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 24,777  175,030  2,601  202,409 (202,409)  －

計  3,089,526  288,455  8,971  3,386,952 (202,409)  3,184,543

営業利益又は営業損失（△）  241,243  1,245  △674  241,814 (67,638)  174,175



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） 

前第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間（自平成21年10月１日 至平成21年12月31日） 

  （注）１．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所在する販売先への売上高であります。 

２．国又は地域の区分は、国によっております。 

３．その他の地域には大韓民国、ベトナム社会主義共和国、マルタ共和国などが含まれております。 

  

 該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕

  台湾 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,395,602  1,282,837  2,678,440

Ⅱ 連結売上高（千円）  11,808,323

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  11.81  10.86  22.68

  台湾 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）       1,546,308       1,914,479       3,460,787

Ⅱ 連結売上高（千円）  8,827,680

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  17.51       21.69       39.20

  台湾 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  449,334  525,383  974,718

Ⅱ 連結売上高（千円）  4,093,329

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  10.97  12.83  23.81

  台湾 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）       511,687       716,954       1,228,642

Ⅱ 連結売上高（千円）       3,184,543

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）       16.07       22.51       38.58

（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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