
平成22年3月期 第3四半期決算短信 

平成22年2月10日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 アキレス株式会社 上場取引所 東 

コード番号 5142 URL http://www.achilles.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 中田 寛

問合せ先責任者 （役職名） 経理本部長 （氏名） 藤澤 稔 TEL 03-5540-9848
四半期報告書提出予定日 平成22年2月12日

配当支払開始予定日 ―

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 64,831 △12.9 1,802 245.3 1,996 233.4 647 ―

21年3月期第3四半期 74,435 ― 521 ― 598 ― 43 ―

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 3.43 ―

21年3月期第3四半期 0.23 ―

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 74,431 39,215 52.7 207.51
21年3月期 76,284 39,231 51.4 207.57

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  39,215百万円 21年3月期  39,231百万円

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 ― 3.00 3.00
22年3月期 ― 0.00 ―

22年3月期 
（予想）

3.00 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  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 86,000 △9.4 2,000 313.8 2,200 305.7 700 591.0 3.70

－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  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 

上記業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき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予想数値と異なる
場合があります。なお、上記の業績予想に関する事項につきましては、６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 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 195,627,147株 21年3月期  195,627,147株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  6,645,287株 21年3月期  6,622,105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 188,993,447株 21年3月期第3四半期 189,052,626株

－2－



（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） 

 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

 

通期 

百万円 

71,000 

％ 

△8.8 

百万円 

1,000 

％

─

百万円

1,600

％

282.8

百万円

450

％ 

─ 

円 銭

2.38

（注）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 有 

 

平成２１年１１月１０日に公表いたしました個別業績予想の通期について、上記の通り修正してお

ります。当業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、

実際の業績は今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 
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【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 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、経済対策の効果や在庫調整の進展等により部

分的に景気回復の動きが見られたものの、円高やデフレ傾向が強まり依然として厳しい環境で推移

いたしました。 

 このような事業環境の下、当社グループは持続的な成長と企業価値の増大をめざして、ブランド

力のある商品の徹底した拡販と環境対応商品の新規顧客の開拓、徹底したコストダウン等に取り組

み、収益性の向上を図りました。 

 その結果、当第３四半期累計期間の売上高は 64,831 百万円（前年同期比 12.9％減）、営業利益 1,802

百万円（前年同期比 245.3％増）、経常利益 1,996 百万円（前年同期比 233.4％増）、四半期純利益は

647 百万円となりました。 

 事業の種類別セグメント情報は次のとおりであります。 

＜シューズ事業＞ 

シューズ事業の環境は、主力生産地である中国での人件費および原材料価格の高騰が続き、かつ、

国内市況の消費低迷が続く状況にありました。その中にあって、ジュニアスポーツ「瞬足」シリー

ズは商品の充実を図り、全国の園児・学童等に支持された事により販売拡大を図る事ができました。

また、「瞬足」のライセンスビジネスも順調に推移し相乗効果を上げております。ジャパニーズ・コ

ンフォート・シューズ「アキレス・ソルボ」も４シーズン目を迎え、靴専門店・百貨店を中心に売

場構築ができ、今後の売上拡大を期しております。一方、「スポルディング」は価格低下の影響を受

けて苦戦いたしました。「スケッチャーズ」は、カジュアルスポーツ群・ブーツの消費低迷により計

画達成には至りませんでした。 

「エコー」は、商品ターゲットの若返りと高付加価値・高単価商品の投入によるプレミアムブラ

ンド化に注力しております。しかしながら消費者の節約志向、低価格志向がさらに顕在化し、売上

は前年を下回りました。 

シューズ事業の当第３四半期連結累計期間の業績は売上高 18,207 百万円(前年同期比 11.7％減)、

営業利益は 1,440 百万円(前年同期比 9.7％増)となりました。 

＜プラスチック事業＞ 

車輌内装資材関連商品は、中国向け輸出の伸長ならびに北米市場の回復基調等により前年並みの

物量を確保しております。こうした状況の中で、環境対応に力点を置いた商品の開発ならびに徹底

的な製造合理化に注力し今後を期しております。 

フイルム関連商品の国内事業は、期前半の遅れを国内外向け電子材料用、海外向け建材用の好調

などにより挽回を図る事ができました。農業資材分野では、休耕地の増加や在庫調整などの影響に

より中部地区以外は厳しい状況で推移いたしました。 

ゴム引布関連商品は、国内販売及び輸出が全体的に不振の中、新型インフルエンザ対応関連の陰

圧エアーテントの大量受注があり、ボート、ゴム引布原反等、他の商品も徐々に回復してきた事か

ら、前年を上回る事ができました。 

建装関連商品は、米国金融危機後、住宅着工戸数・床面積が連続して前年を下回る状況下で売上

は苦戦いたしました。床材ではライフサイクルコスト低減ならびに環境対応をコンセプトとしたノ

ーワックスメンテナンス床材「アートオプティマ」の拡販を図ってまいります。また、壁材は施工
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性の優れた「フリース壁紙」の新規需要開拓に継続注力しております。 

プラスチック事業の当第３四半期連結累計期間の業績は売上高 25,498 百万円（前年同期比 19.3％

減）、営業利益は 589 百万円(前年同期比 16.1％増)となりました。 

＜産業資材事業＞ 

ウレタンは、長引く消費の低迷と車輌メーカーの世界的な在庫調整が継続し、厳しい市場環境に

あり、特に車輌用を中心に売上面では前年を確保する事ができませんでした。しかし、固定費削減

等の経費圧縮で当初目標としていた利益は確保する事ができました。新商品につきましては荷重分

散フォーム「スフレ」とこのフォームを使用したベッドマットレス・枕製品を発売する事ができま

した。今後はこれらの商品を中心に拡販に努めてまいります。インテリア関連では、エコ商品とし

て季節商品「ホットパッド」の好評を受け、来期の商品企画にも注力してまいります。 

断熱資材は、米国金融危機が国内の住宅着工戸数にも影響し長期間にわたる減少が続いた事で、

製品全般の販売は伸び悩みました。ボードは新規顧客獲得と建築以外の分野への展開で前年確保い

たしましたが、パネルは食肉価格の低迷により畜舎物件が減少いたしました。システムはマンショ

ンなど鉄筋コンクリート造建物の不振、スチレンも自動車関連と土木工事減少の影響が大きく、前

年確保をする事ができませんでした。昨年１２月８日に閣議決定されました住宅版エコポイント制

度の創設による高性能断熱材への関心が高まることを期待し、今後は省エネ製品の「遮熱型キュー

ワンボード」、環境対応製品の「ノンフロン現場発泡システムＦＲ」などの販売に注力してまいりま

す。 

静電気対策商品の販売金額は昨年３月を底に電子部品業界の急回復と共に回復基調にあります。

しかし、電子部品の市場価格低下の影響を受け、利益面については、大幅減を余儀なくされていま

す。原料調達価格のダウンと工程改善により利益改善に努めます。中国東莞工場は、ＨＤＤの世界

的生産増を受け導電処理事業が好調に推移した事に加え、新たに導入した精密射出成形事業も順調

に推移しております。また台湾現地法人も順調に顧客を増やし、共に業績に貢献しております。 

大型ＲＩＭ成形品は、前半は医療機器分野の市況低迷の影響を受け苦戦いたしましたが、後半に

入り市況の回復と新商品の上市ができ、売上は回復基調にあります。 

三進興産㈱は、前年末から急激に落ち込みました工業品をカバーすべく前半主力商品のインソー

ル、サポーター等の販売を強力に進めた結果、売上利益共に計画を達成する事ができました。今後、

新商品導入（ゴルフ用インソール）と好調な通販関係にさらなる販売促進を促してまいります。 

産業資材事業の当第３四半期連結累計期間の業績は売上高 21,125 百万円（前年同期比 4.8％減）、

営業利益は 1,502 百万円（前年同期比 132.7％増）となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末の財政状態は、総資産は 74,431 百万円で前連結会計年度末に比較し

て 1,853 百万円減少いたしました。  

 資産の部では、流動資産は 45,008 百万円となり前連結会計年度末に比較して 961 百万円増加いた

しました。これは主に、商品及び製品が 802 百万円減少しましたが、現金及び預金が 1,295 百万円、

受取手形及び売掛金が 868 百万円増加したことによります。固定資産は 2,814 百万円減少の 29,422

百万円となりました。  

 負債の部では、流動負債は 22,995 百万円となり前連結会計年度末に比較して 1,405 百万円減少い
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たしました。これは主に支払手形及び買掛金が 1,505 百万円増加しましたが、短期借入金が 2,681

百万円減少したことによります。固定負債は 12,219 百万円となり前連結会計年度末に比較して 431

百万円減少いたしました。  

 純資産の部は、利益剰余金が 80 百万円、その他有価証券評価差額金が 50 百万円増加しましたが、

繰延ヘッジ損益が 112 百万円、為替換算調整勘定が 31 百万円減少したことにより、前連結会計年度

末に比較して 16 百万円減少の 39,215 百万円となりました。以上の結果、自己資本比率は 52.7％と

なり前連結会計年度末に比べ 1.3％好転いたしました。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第３四半期連結累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 3,932 百万

円（前年同期末比 1,688 百万円増加）となりました。 

 営業活動の結果、増加した資金は 5,785 百万円（前年同期比 3,945 百万円収入増）となりました。

これは主に税金等調整前四半期純利益1,621百万円、減価償却費2,559百万円、仕入債務の増加1,511

百万円、たな卸資産の減少 846 百万円による収入と、売上債権の増加 880 百万円、退職給付引当金

の減少 525 百万円による支出によるものです。 

 投資活動の結果、減少した資金は 1,267 百万円（前年同期比 836 百万円支出減）となりました。

これは主に固定資産の取得による支出 1,085 百万円によるものです。 

 財務活動の結果、減少した資金は 3,248 百万円（前年同期比 2,061 百万円支出増）となりました。

これは主に短期借入金の返済 2,678 百万円及び配当金の支払 567 百万円によるものです。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

今後の経済環境につきましては、中国等のアジア諸国を中心とした海外経済の回復により景気に

一部持ち直しの動きも見られるものの、世界的な金融危機、株価・為替の変動、また景気の二番底

の懸念等、依然として厳しい状況が進むものと予想されます。 

このような状況の下、当社グループは持続的な成長と企業価値の増大をめざして、ブランド力の

ある商品の徹底した拡販と環境対応商品の新規顧客の開拓、徹底したコストダウン等に取り組み、

お客様の満足が得られる価値（製品、サービス、情報）を図ってまいります。当期の業績見通しと

して、連結売上高 86,000 百万円（前期比 9.4％減）、営業利益 2,000 百万円（前期比 313.8％増）、

経常利益 2,200 百万円（前期比 305.7％増）、当期純利益 700 百万円（前期比 591.0％増）を見込ん

でおります。 

 

４．その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結の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) 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 

該当事項はありません。 

(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 

該当事項はありません。 
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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 4,006 2,711 

受取手形及び売掛金 27,462 26,594 

商品及び製品 8,931 9,733 

仕掛品 1,396 1,648 

原材料及び貯蔵品 1,976 1,778 

繰延税金資産 562 436 

為替予約 61 250 

その他 795 1,038 

貸倒引当金 △184 △144 

流動資産合計 45,008 44,047 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 8,342 8,798 

機械装置及び運搬具（純額） 6,102 7,305 

土地 5,380 5,380 

建設仮勘定 125 22 

その他（純額） 659 828 

有形固定資産合計 20,610 22,335 

無形固定資産 605 691 

投資その他の資産   

投資有価証券 2,549 2,945 

繰延税金資産 3,810 4,523 

その他 2,255 2,154 

貸倒引当金 △409 △413 

投資その他の資産合計 8,206 9,210 

固定資産合計 29,422 32,237 

資産合計 74,431 76,284 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 15,776 14,271 

短期借入金 1,837 4,518 

未払法人税等 224 181 

その他 5,158 5,430 

流動負債合計 22,995 24,401 

固定負債   

長期借入金 5,000 5,000 

長期未払金 179 179 

繰延税金負債 111 131 

退職給付引当金 6,815 7,340 

ＰＣＢ廃棄物処理引当金 113 － 

固定負債合計 12,219 12,651 

負債合計 35,215 37,052 
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 14,640 14,640 

資本剰余金 11,374 11,374 

利益剰余金 14,711 14,631 

自己株式 △938 △935 

株主資本合計 39,788 39,711 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 314 263 

繰延ヘッジ損益 36 149 

為替換算調整勘定 △923 △891 

評価・換算差額等合計 △572 △479 

純資産合計 39,215 39,231 

負債純資産合計 74,431 76,284 
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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 74,435 64,831 

売上原価 59,812 50,922 

売上総利益 14,622 13,908 

販売費及び一般管理費 14,101 12,106 

営業利益 521 1,802 

営業外収益   

受取利息及び配当金 90 65 

その他 203 269 

営業外収益合計 293 335 

営業外費用   

支払利息 111 92 

その他 105 48 

営業外費用合計 216 141 

経常利益 598 1,996 

特別利益   

固定資産売却益 36 81 

国庫補助金 15 125 

保険差益 38 22 

投資有価証券売却益 － 0 

関係会社株式売却益 － 2 

貸倒引当金戻入額 29 － 

特別利益合計 119 231 

特別損失   

固定資産除却損 356 76 

投資有価証券売却損 － 0 

投資有価証券評価損 24 416 

ＰＣＢ廃棄物処理費用 － 113 

特別損失合計 380 606 

税金等調整前四半期純利益 337 1,621 

法人税、住民税及び事業税 199 356 

法人税等調整額 94 617 

法人税等合計 293 973 

四半期純利益 43 647 
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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 337 1,621 

減価償却費 2,957 2,559 

のれん償却額 25 25 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △107 35 

受取利息及び受取配当金 △90 △65 

支払利息 111 92 

為替差損益（△は益） 20 2 

持分法による投資損益（△は益） △28 27 

固定資産除売却損益（△は益） 319 △4 

投資有価証券売却損益（△は益） － △0 

投資有価証券評価損益（△は益） 24 416 

保険差益 △38 △22 

補助金収入 △15 △125 

関係会社株式売却損益（△は益） － △2 

売上債権の増減額（△は増加） 2,823 △880 

たな卸資産の増減額（△は増加） △439 846 

仕入債務の増減額（△は減少） △1,642 1,511 

未払消費税等の増減額（△は減少） 30 △69 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △660 △525 

その他の資産の増減額（△は増加） △395 321 

その他の負債の増減額（△は減少） △1,192 62 

小計 2,039 5,826 

利息及び配当金の受取額 131 106 

利息の支払額 △69 △61 

保険金の受取額 38 22 

補助金の受取額 34 125 

法人税等の支払額 △334 △232 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,840 5,785 

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） △45 △26 

固定資産の取得による支出 △2,026 △1,085 

固定資産の売却による収入 － 108 

投資有価証券の取得による支出 △31 △22 

投資有価証券の売却による収入 － 8 

関係会社株式の売却による収入 － 2 

貸付けによる支出 △0 △252 

貸付金の回収による収入 0 0 

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,103 △1,267 
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（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) 

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） △610 △2,678 

自己株式の取得による支出 △12 △4 

自己株式の売却による収入 3 0 

配当金の支払額 △567 △567 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,187 △3,248 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △73 △1 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,523 1,268 

現金及び現金同等物の期首残高 3,767 2,663 

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,244 3,932 
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

 

    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） 

     該当事項はありません。 

 

(5) セグメント情報 
 

【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） 

 
シューズ  

事業 

（百万円） 

プラスチック

事業 

（百万円） 

産業資材  

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 
20,621 31,612 22,202 74,435 ─ 74,435

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
─ 152 716 868 (868) ─

  計 20,621 31,764 22,918 75,304 (868) 74,435

営業利益 1,312 507 645 2,465 (1,944) 521

 
 
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） 

 
シューズ  

事業 

（百万円） 

プラスチック

事業 

（百万円） 

産業資材  

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 
18,207 25,498 21,125 64,831 ─ 64,831

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
─ 119 602 722 (722) ─

  計 18,207 25,618 21,728 65,554 (722) 64,831

営業利益 1,440 589 1,502 3,532 (1,730) 1,802
 

(注)1. 事業区分は、売上集計区分によっております。 

  2. 各事業の主要な製品 

    (1)シューズ事業：インジェクションシューズ、スポーツブランドシューズ 

    (2)プラスチック事業：車輌内装用資材、フィルム、インフレータブルボート、引布、床材、壁材 

    (3)産業資材事業：ウレタン、断熱資材、工業資材、ソルボ等 

 

 

【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） 

 
日本 

（百万円） 

その他 
の地域 

（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 
67,008 7,427 74,435 ─ 74,435 

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
703 1,653 2,356 (2,356) ─ 

  計 67,711 9,080 76,792 (2,356) 74,435 
営業利益 2,220 244 2,465 (1,943) 521 
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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） 

 
日本 

（百万円） 

その他 
の地域 

（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 
59,014 5,817 64,831 ─ 64,831 

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
471 1,448 1,919 (1,919) ─ 

  計 59,485 7,265 66,750 (1,919) 64,831 
営業利益 3,054 476 3,531 (1,729) 1,802 
 
(注)  本邦以外の区分に属する主な国又は地域について「北米」「アジア」に区分しておりますが、 

全セグメントの売上高の合計に占めるそれぞれの地域の割合が１０％未満であるため 

「その他の地域」として一括して記載しております。 

    (1)国又は地域の区分の方法は、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 

       その他の地域  北米：米国 

               アジア：中国 

 

     

 

【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） 

 
その他 
の地域 

計 

Ｉ 海外売上高（百万円） 8,158 8,158
Ⅱ 連結売上高（百万円） 74,435
Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合（％） 

11.0 11.0

 
 
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） 

 
その他 
の地域 

計 

Ｉ 海外売上高（百万円） 6,424 6,424
Ⅱ 連結売上高（百万円） 64,831
Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合（％） 

9.9 9.9

 
(注) 1.「その他の地域」の海外売上高は、「北米」「アジア」に区分しておりますが、全セグメントの 

売上高の合計に占めるそれぞれの地域の割合が１０％未満であるため一括して記載しております。 

    (1)国又は地域の区分の方法は、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 

その他の地域  北米：米国 

アジア：中国 

2. 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。 

 
 
 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 

    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） 

     該当事項はありません。 
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