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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 20,296 △40.5 △250 ― △183 ― △71 ―
21年3月期第3四半期 34,094 △6.8 1,808 △50.3 1,818 △49.1 966 △53.0

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 △2.42 ―
21年3月期第3四半期 32.92 ―

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 43,926 17,864 39.4 589.19
21年3月期 41,781 17,822 41.4 589.07

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  17,294百万円 21年3月期  17,290百万円

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  
平成22年１月12日に公表いたしました「配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

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 ― 6.00 ― 0.00 6.00
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  無  
平成22年１月12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。 

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 28,500 △27.9 100 △92.2 100 △92.6 100 32.5 3.41



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） 

(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 
※業績予想の適切な利用に関する説明、その他の特記事項 
１．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及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等につい
ては、４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参照ください。 

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 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 29,424,635株 21年3月期  29,424,635株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  71,257株 21年3月期  72,179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 29,354,538株 21年3月期第3四半期 29,352,440株



  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金融安定化策などにより、ようやく最

悪期を脱し、景気回復に向けた動きが感じられるようになってまいりました。しかしながら、回復の水準は低

く、民間設備投資、企業業績、雇用等は引き続き厳しい状況で推移いたしました。 

  当社グループの関連するトラック製造業界は、企業収益の悪化による需要の減少等により、国内登録台数は

29,065台と前年同期比44.1％の減少となりました。 

  このような状況のもと、当社グループは前年度後半より始まった急激な減産の影響を受け、第３四半期連結累

計期間における経営成績は、連結売上高202億96百万円（前年同期比40.5％減）、損益面におきましても、減産

の影響が大きく、グループを挙げて引き続き総原価低減活動を推進いたしましたが、連結営業損失は２億50百万

円（同113.8％減）、連結経常損失は１億83百万円（同110.1％減）、連結四半期純損失は71百万円（同107.3％

減）となりました。 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

 自動車部品等製造事業は売上高198億92百万円（前年同期比41.0％減）、営業利益は２億64百万円（同89.3％

減）、不動産賃貸事業は売上高４億３百万円（同 増減なし）、営業利益１億41百万円（同18.3％増）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。 

 日本は売上高172億80百万円（前年同期比41.9％減）、営業利益は２億８百万円（同90.6％減）、アジアは売

上高39億71百万円（同40.3％減）、営業利益３億13百万円（同50.4％減）、北米は売上高３億34百万円（同

21.8％増）、営業損失１億20百万円（前年同期は営業損失２億49百万円）となりました。 

  

（１）資産、負債及び純資産の状況 

  （資産）  

総資産については、前年度末比5.1％増の439億26百万円（前連結会計年度末は、417億81百万円）となり21億44

百万円増加いたしました。この主な要因は、前年度末に比べ、現金及び預金の増加19億31百万円に受取手形及び

売掛金の増加16億44百万円、たな卸資産の減少３億32百万円、未収還付法人税等の減少４億31百万円及び減価償

却を中心とした有形固定資産の減少６億68百万円を加味したことによるものであります。 

（負債） 

負債については、前年度末比8.8％増の260億62百万円（前連結会計年度末は、239億59百万円）となり21億３百

万円増加いたしました。この主な要因は、前年度末に比べ支払手形及び買掛金の増加９億75百万円、長期借入金

の増加22億24百万円に社債の償還による減少６億40百万円、設備支払手形の減少８億20百万円を加味したことに

よるものであります。 

（純資産） 

純資産については、前年度末比0.2％増の178億64百万円（前連結会計年度末は、178億22百万円）となり41百万

円増加いたしました。この主な要因は、四半期純損失計上等に伴う利益剰余金の減少（72百万円）に、株価上昇

等の影響によるその他有価証券評価差額金の増加95百万円を加味したことによるものであります。この結果、自

己資本比率は前年度末41.4％から39.4％となりました。 

   

（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末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は41億70百万円となりま

した。当四半期連結累計期間における連結キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 

（営業活動におけるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、前年同期比10.1％減の19億59百万円となりました。この主な要因は、税金等調

整前四半期純損失80百万円に、減価償却費17億51百万円、たな卸資産の減少額３億38百万円と仕入債務の増加額

９億71百万円、法人税等の還付額３億53百万円に売上債権の増加額16億41百万円を加味したことによるものであ

ります。 

（投資活動におけるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、前年同期比16.6％減の18億76百万円となりました。この主な要因は、自動車部

品等製造事業の設備投資による有形固定資産の取得による支出19億20百万円によるものであります。 

（財務活動におけるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果得られた資金は、18億65百万円（前年同期は２億32百万円の調達）となりました。この主な要因

は、長期借入金及び社債を中心とした有利子負債が合計で19億53百万円増加したことによるものであります。 

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



今後の見通しにつきましては、デフレ傾向が鮮明となる中、厳しい雇用情勢や低調な個人消費、設備投資の抑制

など、先行きは不透明であり、景気の早期回復は期待できないと考えております。 

  当社グループは、引き続きグループを挙げて総原価低減活動を推進し業績の確保に努めてまいる所存であります。

  なお、業績予想については、平成22年１月12日の公表値から変更しておりません。 

  

 該当事項はありません。  

  

１．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及び税額控除項目を重要なものに限定する方

法によっております。 

 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。 

  

 該当事項はありません。  

  

  

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 4,170,776 2,239,334

受取手形及び売掛金 7,106,732 5,462,143

商品及び製品 893,750 808,046

仕掛品 726,811 977,235

原材料及び貯蔵品 1,114,881 1,283,006

未収還付法人税等 109,782 541,701

繰延税金資産 134,633 253,233

その他 213,052 365,929

貸倒引当金 △14,802 △75,101

流動資産合計 14,455,618 11,855,529

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 16,831,662 16,751,375

減価償却累計額 △6,864,076 △6,417,043

建物及び構築物（純額） 9,967,586 10,334,332

機械装置及び運搬具 23,261,646 22,803,572

減価償却累計額 △16,941,416 △16,157,091

機械装置及び運搬具（純額） 6,320,229 6,646,480

土地 9,943,821 9,942,824

建設仮勘定 679,551 616,316

その他 7,402,635 7,103,145

減価償却累計額 △6,415,418 △6,076,466

その他（純額） 987,216 1,026,678

有形固定資産合計 27,898,404 28,566,633

無形固定資産   

ソフトウエア 43,377 44,348

その他 70,282 68,047

無形固定資産合計 113,660 112,396

投資その他の資産   

投資有価証券 670,077 509,036

出資金 228,716 228,716

繰延税金資産 423,999 339,467

その他 194,705 224,333

貸倒引当金 △12,047 △12,046

投資損失引当金 △46,327 △42,165

投資その他の資産合計 1,459,124 1,247,342

固定資産合計 29,471,189 29,926,371

資産合計 43,926,807 41,781,901



（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 4,564,490 3,588,981

短期借入金 3,168,597 2,798,078

1年内償還予定の社債 200,000 740,000

リース債務 85,810 128,132

未払法人税等 12,536 160,173

賞与引当金 177,897 284,374

設備関係支払手形 533,647 1,354,194

その他 789,762 681,222

流動負債合計 9,532,743 9,735,156

固定負債   

社債 700,000 800,000

長期借入金 5,699,332 3,474,490

リース債務 196,607 205,435

繰延税金負債 203,226 183,169

再評価に係る繰延税金負債 3,078,026 3,078,026

退職給付引当金 2,756,171 2,595,560

長期前受金 524,959 544,810

長期預り保証金 1,921,293 1,888,365

長期預り敷金 1,344,000 1,344,000

その他 106,267 110,367

固定負債合計 16,529,883 14,224,225

負債合計 26,062,627 23,959,381

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,617,309 4,617,309

資本剰余金 250,000 250,000

利益剰余金 8,247,297 8,319,349

自己株式 △24,946 △26,050

株主資本合計 13,089,660 13,160,609

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 8,025 △87,353

繰延ヘッジ損益 △12,799 △15,269

土地再評価差額金 4,628,690 4,628,690

為替換算調整勘定 △418,770 △396,052

評価・換算差額等合計 4,205,145 4,130,015

少数株主持分 569,374 531,894

純資産合計 17,864,180 17,822,519

負債純資産合計 43,926,807 41,781,901



（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 34,094,649 20,296,745

売上原価 29,780,779 18,580,623

売上総利益 4,313,869 1,716,121

販売費及び一般管理費 2,505,826 1,966,174

営業利益又は営業損失（△） 1,808,043 △250,053

営業外収益   

受取利息 1,241 390

受取配当金 11,536 1,420

助成金収入 － 154,553

作業くず売却益 149,928 33,850

固定資産賃貸料 6,930 1,461

その他 62,694 61,998

営業外収益合計 232,331 253,674

営業外費用   

支払利息 160,114 177,351

為替差損 55,114 4,082

その他 7,110 5,889

営業外費用合計 222,338 187,323

経常利益又は経常損失（△） 1,818,036 △183,701

特別利益   

前期損益修正益 － 49,357

固定資産売却益 34,820 1,285

貸倒引当金戻入額 3,952 64,125

持分変動利益 25,609 －

特別利益合計 64,382 114,769

特別損失   

固定資産売却損 1,178 1,920

固定資産廃棄損 34,337 5,202

投資有価証券評価損 193,639 －

会員権評価損 19,228 －

投資損失引当金繰入額 38,704 4,162

特別損失合計 287,087 11,284

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（△）

1,595,331 △80,217

法人税、住民税及び事業税 392,556 26,712

過年度法人税等戻入額 － △71,028

法人税等調整額 161,190 △10,583

法人税等合計 553,747 △54,898

少数株主利益 75,228 45,706

四半期純利益又は四半期純損失（△） 966,356 △71,025



（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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

1,595,331 △80,217

減価償却費 1,812,211 1,751,234

賞与引当金の増減額（△は減少） △322,478 △106,669

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △62,500 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 113,726 160,499

受取利息及び受取配当金 △12,778 △1,810

支払利息 160,114 177,351

固定資産売却損益（△は益） △33,642 634

固定資産廃棄損 34,337 5,202

投資有価証券評価損益（△は益） 193,639 －

持分変動損益（△は益） △25,609 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,852,344 △1,641,366

たな卸資産の増減額（△は増加） △182,534 338,831

仕入債務の増減額（△は減少） △1,230,136 971,293

未収消費税等の増減額（△は増加） △1,055 149,951

未払消費税等の増減額（△は減少） △124,104 49,500

未払金の増減額（△は減少） △212,264 △8,109

その他 211,240 △21,872

小計 3,765,840 1,744,452

利息及び配当金の受取額 12,778 1,810

利息の支払額 △125,830 △140,153

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △1,472,850 353,840

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,179,937 1,959,950

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 △2,090,918 △1,920,245

有形固定資産の売却による収入 182,332 28,900

無形固定資産の取得による支出 △3,483 △7,246

投資有価証券の取得による支出 △368,338 △2,699

貸付けによる支出 △500 △4,760

貸付金の回収による収入 805 761

その他 28,583 28,647

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,251,518 △1,876,641

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 5,041,400 1,279,452

短期借入金の返済による支出 △3,989,600 △1,195,934

長期借入れによる収入 1,529,250 3,912,500

長期借入金の返済による支出 △1,460,650 △1,402,412

社債の償還による支出 △740,000 △640,000

少数株主からの払込みによる収入 79,536 －

配当金の支払額 △407,771 △3,171

その他 180,715 △84,818

財務活動によるキャッシュ・フロー 232,880 1,865,616

現金及び現金同等物に係る換算差額 △14,782 △17,483

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 146,517 1,931,441

現金及び現金同等物の期首残高 1,191,924 2,239,334

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,338,442 4,170,776



 該当事項はありません。 

  

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）及び前第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） 

 自動車部品等製造事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額

の合計額に占める割合がいずれも90％超であり、かつ、セグメント別の資産についても前連結会計年度末に

比べて著しい変動がないため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。  

  

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） 

   

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 事業の区分は社内管理上使用している区分によっております。 

２ 各事業の主な製品等 

(1）自動車部品等製造事業  制動装置（ブレーキ）、エンジン用水ポンプ・油ポンプ、エンジン関連部品 

(2）不動産賃貸事業     ショッピングセンター「つきみ野サティ」 

  

（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〕

  
自動車部品
等製造事業 
（千円） 

不動産 
賃貸事業 
（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  7,803,505  134,617  7,938,122  －  7,938,122

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 －  －  －  －  －

 計  7,803,505  134,617  7,938,122  －  7,938,122

営業利益  494,022  47,303  541,326 (243,045)  298,280

  
自動車部品
等製造事業 
（千円） 

不動産 
賃貸事業 
（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  19,892,893  403,851  20,296,745  －  20,296,745

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 －  －  －  －  －

計  19,892,893  403,851  20,296,745  －  20,296,745

営業利益又は営業損失（△）  264,837  141,128  405,965 (656,018)  △250,053



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） 

  

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 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

アジア：タイ国・中国 

北米 ：米国 

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

 （千円） 
アジア 
（千円） 

北米 
（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  8,072,567  1,360,991  3,723  9,437,281  －  9,437,281

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 168,814  525,966  3,708  698,490  (698,490)  －

計  8,241,381  1,886,958  7,432  10,135,772  (698,490)  9,437,281

営業利益又は営業損失（△）  245,977  113,090  △216,009  143,058  (264,846)  △121,787

  
日本 

 （千円） 
アジア 
（千円） 

北米 
（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  6,544,728  1,270,927  122,465  7,938,122  －     7,938,122

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 120,666  398,805  1,822  521,294  (521,294)  －

計  6,665,394  1,669,733  124,288  8,459,416  (521,294)   7,938,122

営業利益又は営業損失（△）  351,096  219,472  △33,743  536,825  (238,544)   298,280

  
日本 

 （千円） 
アジア 
（千円） 

北米 
（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  29,358,886  4,724,156  11,606  34,094,649  －  34,094,649

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 377,273  1,923,526  262,893  2,563,693  (2,563,693)  －

計  29,736,160  6,647,682  274,500  36,658,343  (2,563,693)  34,094,649

営業利益又は営業損失（△）  2,221,733  631,619  △249,841  2,603,510  (795,467)  1,808,043

  
日本 

 （千円） 
アジア 
（千円） 

北米 
（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  16,917,745  3,049,916  329,082  20,296,745  －  20,296,745

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 362,816  921,380  5,273  1,289,470  (1,289,470)  －

計  17,280,561  3,971,297  334,355  21,586,215  (1,289,470)  20,296,745

営業利益又は営業損失（△）  208,872  313,367  △120,065  402,174  (652,227)   △250,053



３ 会計処理の方法の変更 

 前第３四半期連結累計期間  

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 「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」１．（1）に記載のとおり、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）を

適用しております。これにより、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利益

が、「日本」で 千円減少しております。 

 （在外子会社等の資産又は負債の本邦通貨への換算基準） 

 「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」１．（3）に記載のとおり、第１四

半期連結会計期間より、在外子会社等の資産及び負債は在外子会社等の決算日の直物為替相場により、収益

及び費用は期中平均相場により円換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び少数株主持

分に含める方法に変更しております。これにより、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累

計期間の外部顧客に対する売上高は「アジア」で 千円、「北米」で 千円それぞれ増加し、営業

利益は「アジア」で 千円増加し、「北米」においては営業損失が 千円増加しております。 

４ 追加情報 

 前第３四半期連結累計期間  

 （有形固定資産の耐用年数の変更） 

 「追加情報」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、法人税法改正を契機として、経済的耐用年数

を見直したことにより、機械装置については、従来、耐用年数を２～11年としておりましたが、第１四半期

連結会計期間より２～９年に変更しております。 

 これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益は、「日本」で 千円減少しております。 

  

  

59,108

626,589 2,013

41,423 2,976

76,024



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） 

  

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 各区分に属する主な国又は地域 

北米   ：米国 

アジア  ：タイ国・中国 

ヨーロッパ：スペイン 

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。 

４ 会計処理の方法の変更 

 前第３四半期連結累計期間  

 （在外子会社等の資産又は負債の本邦通貨への換算基準） 

 「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」１．（3）に記載のとおり、第１四

半期連結会計期間より、在外子会社等の資産及び負債は在外子会社等の決算日の直物為替相場により、収益

及び費用は期中平均相場により円換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び少数株主持

分に含める方法に変更しております。これにより、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累

計期間の売上高は「北米」で 千円、「アジア」で 千円それぞれ増加しております。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕

  北米 アジア ヨーロッパ 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  293,266  1,264,133  11,289  1,568,689

Ⅱ 連結売上高（千円）        9,437,281

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 3.1  13.4  0.1  16.6

  北米 アジア ヨーロッパ 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  287,670  1,397,251  5,804  1,690,726

Ⅱ 連結売上高（千円）         7,938,122

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 3.6  17.6  0.1  21.3

  北米 アジア ヨーロッパ 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  858,776  4,938,903  33,889  5,831,568

Ⅱ 連結売上高（千円）        34,094,649

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 2.5  14.5  0.1  17.1

  北米 アジア ヨーロッパ 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  857,183  3,430,123  15,312  4,302,619

Ⅱ 連結売上高（千円）         20,296,745

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 4.2  16.9  0.1  21.2

2,013 626,589

（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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