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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 17,127 △10.6 △369 ― △534 ― △390 ―
21年3月期第3四半期 19,158 ― 599 ― 345 ― 73 ―

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 △5,866.23 ―
21年3月期第3四半期 1,058.87 ―

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 24,143 6,533 27.0 97,760.99
21年3月期 24,103 7,039 29.2 105,533.60

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  6,511百万円 21年3月期  7,029百万円

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 ― 700.00 ― 700.00 1,400.00
22年3月期 ― 700.00 ―
22年3月期 

（予想）
700.00 1,400.00

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 26,105 7.0 201 537.4 67 ― 39 ― 585.49



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 
本資料に記載されている業績の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条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につい
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 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 69,600株 21年3月期  69,600株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  2,989株 21年3月期  2,989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 66,611株 21年3月期第3四半期 69,600株



 当第３四半期連結累計期間における世界経済は、当初の先進国を中心とした低迷状態から、在庫調整の一巡による

製造業の生産ペースや各国で打ち出されてきた金融・経済政策による個人消費の面では回復の兆候がうかがえるよう

になりましたが、依然として雇用や設備投資の面での回復は見られず、先行きの不透明感を抱えた状況が続いており

ます。 

 このような状況の中、当社グループは“転換する”をスローガンに掲げ、お客様のオンデマンド・ビジネスをサポ

ートするための施策を積極的に展開いたしました。 

 具体的施策としまして、平成21年12月にIP市場向けに発売したUJF-706では、鮮やかさを演出する白インクとカラ

ーインクを同時にプリントすることにより、従来機種より生産性を飛躍的に向上させるなど、お客様の課題解決に役

立つ機能の提案に努めました。そのほか、環境に配慮したインクや省電力製品などのラインナップを充実させ、時流

に合った製品の販売促進を行いました。 

 また、注力してまいりました中国の製造子会社においては、新興国市場向けインクの量産に加え、更に製品本体の

生産体制整備を進めました。これにより、製造・販売ともに新興国市場のニーズにマッチした事業展開を可能といた

しました。 

 これらの結果、当第３四半期連結累計期間における各科目別の経営成績及びその分析は次のとおりであります。 

（１）売上高 

 売上高においては、世界的な景気低迷により、高価格帯製品本体、インク等消耗品が落ち込みました。更に、米ド

ル・ユーロともに前年同期比で顕著な円高となった為替変動の影響を大きく受けました。そのような中でも、主力製

品のJV33シリーズ等を中心に、高画質・エントリーモデルの製品本体は不況下の売上を下支えしました。その結果、

売上高は171億27百万円（前年同期比10.6％減）となりました。 

（２）売上原価、販売費及び一般管理費、営業利益 

 売上総利益率については、前述の前年同期比での大幅な為替変動の影響による悪化要因があったこと等により

41.2％（同4.2ポイント悪化）となりました。また、販売費及び一般管理費では、効率化と節減に努めた結果、研究

開発費、人件費、販売促進費等が減少し、74億24百万円（同8.2％減）となりましたが、売上総利益の減少に伴い、

営業損失は３億69百万円（前年同期は営業利益５億99百万円）となりました。 

（３）営業外損益、経常利益 

 営業外収益は、保険返戻金等の減少により38百万円（前年同期比53.6％減）、営業外費用は為替差損等の減少によ

り２億３百万円（同39.8％減）となり、経常損失は５億34百万円（前年同期は経常利益３億45百万円）となりまし

た。 

（４）特別損益、四半期純利益 

 特別利益は、固定資産売却益の増加により18百万円（前年同期比2.3％増）、特別損失は、前年同期において計上

した過年度製品保証引当金繰入がなかったものの、投資有価証券評価損の発生等により71百万円（同26.0％増）とな

りました。その結果、四半期純損失は３億90百万円（前年同期は四半期純利益73百万円）となりました。 

  

 当社グループはコンピュータ周辺機器事業の単一セグメントであります。当第３四半期連結累計期間における機種

群別の売上は次のとおりであります。 

［機種群別売上高］ 

［品目別売上高］ 

  

（SG市場向け） 

 既存製品を中心に拡販に努め、JV33シリーズ等の高画質・エントリーモデルの製品本体は底堅く推移いたしまし

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

  売上高（百万円） 構成比率（％） 対前年同期増減率（％） 

Ｓ Ｇ 市 場 向 け  12,420  72.5  △11.8

Ｉ Ｐ 市 場 向 け  2,645  15.5  △7.1

Ｔ Ａ 市 場 向 け  707  4.1  △11.9

そ の 他  1,353  7.9  △4.8

合 計  17,127  100.0  △10.6

  売上高（百万円） 構成比率（％） 対前年同期増減率（％） 

製 品 本 体  8,161  47.6  △11.9

イ ン ク  6,383  37.3  △9.9

そ の 他  2,581  15.1  △8.0

合 計  17,127  100.0  △10.6



た。第３四半期会計期間には、製品本体、インク等消耗品ともに前年同期を上回ることが出来ましたが、累計では高

速・高価格の上位機種本体、カッティングプロッタ本体とインク等消耗品の売上が低調に推移いたしました。その結

果、売上高は124億20百万円（前年同期比11.8％減）となりました。 

（IP市場向け） 

 平成21年12月に、透明・有色素材への鮮やかな色彩表現を可能にする白インクを使用した高画質プリントにおい

て、従来機種比２倍の生産性を発揮するなど機能強化を実現したUJF-706をラインナップに加え、工業生産における

より多くのオンデマンドニーズに応える体制をとりましたが、引き続き高価格帯製品本体が落ち込み、売上は低調な

推移となりました。その結果、売上高は26億45百万円（同7.1％減）となりました。 

（TA市場向け） 

 平成21年10月より、従来機種比で生産性の向上とインク等ランニングコストの低減を同時に実現したダイレクト／

昇華転写兼用テキスタイルプリンタTx400-1800Dの発売を開始し、拡販に努めたこと等により、製品本体は前年同期

を上回る推移となりましたが、インク等消耗品売上の落ち込みを解消するには至りませんでした。その結果、売上高

は７億７百万円（同11.9％減）となりました。 

  

 また、当第３四半期連結累計期間における所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。 

（日本地域） 

 全国10ヶ所の営業拠点を中心に大小展示会への出展やミニ展の開催等、積極的な販売促進活動を行いました。国内

向け及びアジア・パシフィック向けいずれにおいても、第３四半期会計期間では前年同期を上回る売上推移となった

ものの、累計ではSG市場向けの製品本体、インク等消耗品売上の落ち込みを解消するには至りませんでした。その結

果、外部顧客に対する売上高は87億３百万円（前年同期比6.2％減）、営業損失は５億52百万円（前年同期は営業損

失１億99百万円）となりました。 

（北米地域） 

 販売子会社MIMAKI USA,INC.において、当社グループ製品を販売するディーラーと協調して展示会を開催する等、

積極的に販売促進活動を行い、保守サービス面の強化にも注力いたしました。しかしながら、アメリカ経済低迷の影

響と前年同期比で円高ドル安となったことによる為替変動の影響により売上が落ち込みました。その結果、売上高は

25億２百万円（前年同期比20.6％減）、営業損失は18百万円（前年同期は営業利益42百万円）となりました。 

（欧州地域） 

 地域内の各国への販売を統括する子会社MIMAKI EUROPE B.V.と、ドイツにおける販売子会社Mimaki-nbn GmbHにお

いて展示会出展等の積極的な営業活動を行いました。IP市場向けにおいては、前年同期を上回る水準の売上を確保し

たものの、為替が前年同期比で円高ユーロ安となった影響が大きく、売上は落ち込みました。その結果、売上高は58

億60百万円（前年同期比12.6％減）、営業損失は55百万円（前年同期は営業利益３億78百万円）となりました。 

（アジア地域） 

 台湾御牧股份有限公司にて部品調達及びインクの組立、IP及びTA市場向けの製品販売を同時に展開し、部品調達等

コストの低減や製品本体の拡販に注力いたしました。また、中国の御牧噴墨打印科技（浙江）有限公司においては、

インクの組立中心の稼動に加え、新興国市場向け製品本体の量産体制の仕組みづくりに注力いたしました。併せて、

平成21年６月に設立した中国における販売子会社上海御牧貿易有限公司、平成21年９月に子会社化したインドにおけ

る販売子会社MIMAKI KANPHOR INDIA PRIVATE LIMITEDにおいても更なる販売体制の整備に努めました。その結果、売

上高は60百万円（前年同期比313.4％増）、営業損失は１億15百万円（前年同期は営業損失42百万円）となりまし

た。 

（その他地域） 

 平成21年７月に設立したブラジルにおける販売子会社MIMAKI BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDAにおいて、販売

体制の整備と販路の開拓に努めました。その結果、営業損失は12百万円となりました。 

  

（１）資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

 資産の残高は、前連結会計年度末に比べ、39百万円増加し241億43百万円となりました。流動資産の残高は、商品

及び製品の減少があったものの現金及び預金、受取手形及び売掛金の増加等により２億10百万円増加し159億82百万

円となりました。固定資産の残高は、減価償却による減少等により１億71百万円減少し81億60百万円となりました。

（負債） 

 負債の残高は、前連結会計年度末に比べ、５億44百万円増加し176億９百万円となりました。流動負債の残高は、

支払手形及び買掛金の増加等により10億17百万円増加し144億45百万円となりました。固定負債の残高は、長期借入

金の減少等により４億72百万円減少し31億63百万円となりました。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報



（純資産） 

 純資産の残高は、前連結会計年度末に比べ、５億５百万円減少し65億33百万円となりました。これは、利益剰余金

が四半期純損失により減少したこと等によるものであります。 

（２）キャッシュ・フローの状況 

 現金及び現金同等物残高（以下「資金」という。）は、税金等調整前四半期純損失の計上に加え、長期借入金の返

済による支出や売上債権の増加等に使用されたものの、仕入債務の増加や、減価償却費、たな卸資産の減少等により

調達されたため、前連結会計年度末に比べ13億16百万円増加し、当第３四半期連結会計期間末には、48億67百万円と

なりました。なお、営業活動、投資活動、財務活動別の詳細につきましては、次のとおりであります。 

 営業活動の結果獲得した資金は23億65百万円（前年同期比19億95百万円増）となりました。これは、税金等調整前

四半期純損失５億86百万円に加え、売上債権の増加３億74百万円等があったものの、仕入債務の増加13億24百万円、

減価償却費９億２百万円、たな卸資産の減少８億52百万円等の資金の獲得があったことによるものであります。 

 投資活動の結果使用した資金は５億60百万円（同12億２百万円減）となりました。これは、有形固定資産の取得に

よる支出３億39百万円、投資有価証券の取得による支出２億59百万円等によるものであります。  

 財務活動の結果使用した資金は４億77百万円（前年同期は17億45万円の獲得）となりました。これは、短期借入金

の増加２億８百万円等があったものの、長期借入金の返済による支出７億２百万円等に使用されたことによるもので

あります。 

  

 通期の業績予想につきましては、連結、個別ともに平成21年５月12日に公表した「平成21年３月期決算短信」に記

載の業績予想を修正しておりません。 

 なお、業績予想につきましては、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って大きく異なる可能性があります。今後の業績予想数値に修正の必要が生じ

た場合には速やかに開示する予定です。 

  

該当事項はありません。 

  

ａ．簡便な会計処理 

 該当事項はありません。 

ｂ．特有の会計処理 

 該当事項はありません。 

  

ａ．会計基準等の改正に伴う変更 

 該当事項はありません。 

ｂ．ａ．以外の変更 

（表示方法の変更） 

・四半期連結損益計算書関係  

① 前第３四半期連結累計期間において、区分掲記しておりました「保険返戻金」（当第３四半期連結累計

期間 千円）は、営業外収益の総額の100分の20以下となったため、営業外収益の「その他」に含めて

表示しております。  

② 前第３四半期連結累計期間において、営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「還付加算

金」は、営業外収益の総額の100分の20を超えたため、当第３四半期連結累計期間では区分掲記することと

しました。なお、前第３四半期連結累計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「還付加算金」は

千円であります。 

   

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

4,038

2,263



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 5,028,744 3,735,922

受取手形及び売掛金 3,794,178 3,395,753

商品及び製品 4,645,961 5,947,965

仕掛品 347,343 303,132

原材料及び貯蔵品 1,387,970 1,186,977

繰延税金資産 219,154 240,093

その他 622,092 1,038,687

貸倒引当金 △62,579 △76,650

流動資産合計 15,982,865 15,771,881

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,336,661 3,484,675

土地 1,306,536 1,292,470

その他（純額） 1,525,975 1,763,650

有形固定資産合計 6,169,173 6,540,796

無形固定資産   

のれん 165,396 248,094

その他 371,575 503,633

無形固定資産合計 536,971 751,728

投資その他の資産   

繰延税金資産 620,717 378,514

その他 907,568 688,692

貸倒引当金 △74,063 △27,974

投資その他の資産合計 1,454,222 1,039,232

固定資産合計 8,160,367 8,331,757

資産合計 24,143,233 24,103,638

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,377,968 4,054,795

短期借入金 6,008,570 5,800,000

1年内返済予定の長期借入金 893,032 995,606

未払法人税等 33,755 30,907

賞与引当金 169,035 287,833

製品保証引当金 139,294 161,536

その他 1,824,020 2,097,321

流動負債合計 14,445,675 13,427,999

固定負債   

長期借入金 2,378,928 2,778,980

退職給付引当金 273,200 244,029

その他 511,755 613,606

固定負債合計 3,163,884 3,636,615

負債合計 17,609,560 17,064,615



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,015,168 2,015,168

資本剰余金 1,903,168 1,903,168

利益剰余金 3,218,316 3,702,327

自己株式 △199,930 △199,930

株主資本合計 6,936,724 7,420,734

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,778 △4,842

為替換算調整勘定 △420,988 △386,193

評価・換算差額等合計 △424,767 △391,036

新株予約権 21,715 9,324

純資産合計 6,533,672 7,039,022

負債純資産合計 24,143,233 24,103,638



（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 19,158,431 17,127,128

売上原価 10,471,646 10,072,667

売上総利益 8,686,785 7,054,461

販売費及び一般管理費 8,087,010 7,424,392

営業利益又は営業損失（△） 599,775 △369,931

営業外収益   

受取利息 20,066 5,233

受取配当金 2,368 2,632

保険返戻金 35,955 －

還付加算金 － 8,051

その他 25,225 22,875

営業外収益合計 83,615 38,792

営業外費用   

支払利息 68,075 82,244

売上割引 41,826 37,211

為替差損 222,017 58,407

持分法による投資損失 － 17,485

その他 5,622 7,689

営業外費用合計 337,541 203,038

経常利益又は経常損失（△） 345,848 △534,176

特別利益   

固定資産売却益 18,417 18,836

特別利益合計 18,417 18,836

特別損失   

固定資産売却損 333 3

固定資産除却損 13,474 18,812

過年度製品保証引当金繰入額 42,747 －

投資有価証券評価損 － 52,446

特別損失合計 56,555 71,261

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（△）

307,710 △586,601

法人税、住民税及び事業税 128,031 29,676

法人税等調整額 105,981 △225,522

法人税等合計 234,012 △195,845

四半期純利益又は四半期純損失（△） 73,697 △390,755



（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（△）

307,710 △586,601

減価償却費 922,555 902,435

のれん償却額 55,132 82,698

貸倒引当金の増減額（△は減少） △30,239 32,691

製品保証引当金の増減額（△は減少） 108,433 △22,611

賞与引当金の増減額（△は減少） △161,780 △118,744

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △15,060 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12,629 29,171

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △142,268 －

受取利息及び受取配当金 △22,434 △7,866

支払利息 68,075 82,244

株式報酬費用 150,444 12,391

為替差損益（△は益） 652,278 60,469

固定資産売却損益（△は益） △18,083 △18,833

持分法による投資損益（△は益） － 17,485

固定資産除却損 13,474 18,812

投資有価証券評価損益（△は益） － 52,446

売上債権の増減額（△は増加） 675,424 △374,662

たな卸資産の増減額（△は増加） △984,854 852,639

仕入債務の増減額（△は減少） △675,598 1,324,510

未収消費税等の増減額（△は増加） 264,841 281,677

未払金の増減額（△は減少） △590,877 △285,197

その他 427,598 △85,881

小計 1,017,402 2,249,274

利息及び配当金の受取額 22,263 7,866

利息の支払額 △59,415 △67,810

法人税等の支払額 △610,976 △80,281

法人税等の還付額 － 256,085

営業活動によるキャッシュ・フロー 369,274 2,365,134

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） △118,293 22,018

有形固定資産の取得による支出 △969,642 △339,021

有形固定資産の売却による収入 32,075 33,677

無形固定資産の取得による支出 △376,610 △21,012

投資有価証券の取得による支出 △10,200 △259,506

子会社出資金の取得による支出 △264,463 －

その他 △56,214 2,863

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,763,348 △560,981

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） 2,350,000 208,570

長期借入れによる収入 － 200,000

長期借入金の返済による支出 △424,785 △702,626

リース債務の返済による支出 △93,540 △99,700

配当金の支払額 △86,631 △83,958

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,745,043 △477,714

現金及び現金同等物に係る換算差額 △162,069 △9,605

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 188,899 1,316,833

現金及び現金同等物の期首残高 3,362,300 3,550,366

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,551,199 4,867,199



 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）及び当第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） 

当社グループはコンピュータ周辺機器事業の専業メーカーとして、同一セグメントに属するインクジェット

プリンタ及びカッティングプロッタ等の製造、販売を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため該当

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）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

北米・・・・・・・アメリカ 

欧州・・・・・・・オランダ、ドイツ 

アジア・・・・・・台湾、中国 

その他・・・・・・ブラジル  

第２四半期連結会計期間において、MIMAKI BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDAを新たに設立したことに伴

い、「その他」の区分を追加しております。 

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の適用）  

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、当第３四半期連結累計期間の「日本」の営業損失は11,469千円増加し、「北米」の営業利

益は6,726千円、「欧州」の営業利益は4,484千円それぞれ減少しております。 

（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い） 

第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱

い」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用しております。 

これにより、当第３四半期連結累計期間の「欧州」の営業利益は19,751千円増加しております。 

（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〕

〔所在地別セグメント情報〕

日本 
（千円） 

北米
（千円） 

欧州
（千円） 

アジア
（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  9,281,067 3,153,552 6,709,083 14,727  19,158,431  － 19,158,431

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 7,240,525 12,900 2,918 697,068  7,953,413  △7,953,413 －

計  16,521,593 3,166,452 6,712,002 711,796  27,111,845  △7,953,413 19,158,431

営業利益又は営業損失（△）  △199,581 42,665 378,182 △42,189  179,077  420,697 599,775

日本 
（千円） 

北米 
（千円） 

欧州
（千円） 

アジア
（千円） 

その他
（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 
 8,703,275 2,502,511 5,860,460 60,881 －  17,127,128  － 17,127,128

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 5,110,710 88,851 131 692,805 10,019  5,902,518  △5,902,518 －

計  13,813,985 2,591,363 5,860,592 753,687 10,019  23,029,647  △5,902,518 17,127,128

営業利益又は営業損失（△）  △552,481 △18,305 △55,207 △115,288 △12,834  △754,117  384,185 △369,931



４．追加情報 

  前第３四半期連結累計期間 

第１四半期連結会計期間より、無償補修費用の個別見積額及び過去の実績に基づく負担見積額の合計額

を製品保証引当金として計上しております。 

これにより、当第３四半期連結累計期間の「日本」の営業損失は11,367千円減少し、「欧州」の営業利

益は1,509千円増加しております。  

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） 

  

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．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）北米・・・・・・・アメリカ、カナダ 

(2）欧州・・・・・・・ドイツ、イタリア、イギリス、ポルトガル、フランス 

(3）アジア・・・・・・中国、韓国、タイ、インド、フィリピン 

(4）その他の地域・・・ブラジル、南アフリカ、オーストラリア、ロシア、メキシコ 

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〕

北米 欧州 アジア
その他の 
地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円） 3,290,887 6,131,538 1,270,844  2,894,959 13,588,229

Ⅱ 連結売上高（千円） － － －  － 19,158,431

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
17.2 32.0 6.6  15.1 70.9

北米 欧州 アジア
その他の 
地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円） 2,502,511 5,419,873 1,506,388  2,391,848 11,820,622

Ⅱ 連結売上高（千円） － － －  － 17,127,128

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
14.6 31.6 8.8  14.0 69.0

（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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