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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 25,576 △14.7 △419 ― △820 ― △520 ―
21年3月期第3四半期 29,996 ― 418 ― △193 ― △2 ―

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 △19.38 ―
21年3月期第3四半期 △0.11 ―

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 54,989 15,025 26.5 542.96
21年3月期 59,077 15,827 25.9 570.64

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  14,569百万円 21年3月期  15,312百万円

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 ― 5.00 5.00
22年3月期 ― 0.00 ―
22年3月期 

（予想）
5.00 5.00

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 40,007 △4.2 798 4.7 102 △84.6 64 △93.2 2.39
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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６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 
  業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後様々な要因により予想値と異なる可能性があります。なお、業績予想
の前提条件その他関連する事項については、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 有
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 26,863,974株 21年3月期  26,863,974株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  30,629株 21年3月期  29,889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 26,833,875株 21年3月期第3四半期 26,831,709株
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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は、景気後退などに伴う旅客・貨物需要の落ち込みにより、世界のエアライ

ンは引き続き苦しい経営を強いられました。国際線を利用するビジネス客の減少から不採算路線が増加し、

多くのエアラインで運航路線の見直しによる減便や撤退の動きがありましたが、東南アジアを中心とした一

部路線では、旅客需要の回復の兆しも見えはじめました。航空機メーカーでは、一時的に航空機需要の

低迷が続く見込みから、受注は低調に推移しましたが、開発が遅れているボーイング787が、12月には

初のテストフライトに成功し、改めて初号機の早期引き渡しに期待が高まるところです。 

当社の当期の経営計画は、内装品関連を中心に利益計上が第４四半期に集中しており、通期では利

益を確保する見通しですが、第３四半期までは累計で営業損失を見込んでおりました。 

当第３四半期累計期間の状況は、787関連内装品の出荷繰り延べ、スペアパーツ販売高の鈍化、炭素

繊維構造部材（ADP）やエンジン部品の減産などは、いずれも当初の見込みを超える規模となり、又、昨年

に比べて為替相場が円高基調で推移したことによる輸出売上高の目減りなどにより、売上高、利益ともに

前年同四半期を下回ることとなりました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の経営成績は、連結売上高 25,576百万円 （前年同四半期比 

4,420百万円減）、連結営業損失 419百万円 （前年同四半期は、連結営業利益 418百万円）、連結経常

損失 820百万円 （前年同四半期は、連結経常損失 193百万円）、連結四半期純損失 520百万円 （前

年同四半期は、連結四半期純損失 2百万円）となりました。 

なお、当第３四半期連結累計期間において㈱日本航空の株式に係る投資有価証券評価損 66百万円

を特別損失に計上しています。 

 

① 事業の種類別セグメントの業績 

[航空機内装品等製造関連事業] 

当事業では、787納入時期延期の影響を受けて、787向けギャレー（厨房設備）及びラバトリー（化粧室）

などの出荷の多くが、来年度以降に繰り延べとなりました。又、景気後退による影響で昨年に比べスペア

パーツの販売が大きく減少し、為替相場も昨年比、円高基調で推移して輸出売上高が減少するなど、売

上高、営業利益ともに前年同四半期を下回りました。 

この結果、航空機内装品等製造関連事業は、売上高 16,498百万円 （前年同四半期比 4,226百万円

減）、営業損失 656百万円 （前年同四半期は、営業利益 543百万円）となりました。 

 

[航空機器等製造関連事業] 

当事業では、エアバス機向けADPの生産が計画に比べて低く推移したこと、又、民間航空機エンジン部

品において顧客の減産要請に対応したことから、これらの売上高は計画を下回りましたが、防衛関連部品

の生産が昨年に比べ増加したことにより、前年同四半期に比べ売上高、営業利益ともに上回りました。 

この結果、航空機器等製造関連事業は、売上高 3,486百万円 （前年同四半期比 16百万円増）、営

業利益 95百万円 （前年同四半期は、営業損失 256百万円）となりました。 

 

[航空機整備等関連事業] 

当事業では、景気後退の影響を受けて国内エアラインからの装備品整備関係の受注が減少しており、

売上高は前年同四半期を下回りましたが、リージョナル機及び中小型航空機等の機体整備関係の受注拡
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大に努め、効率的に整備作業を進めた結果、営業利益は前年同四半期をやや上回りました。 

この結果、航空機整備等関連事業は、売上高 5,590百万円 （前年同四半期比 210百万円減）、営業

利益 141百万円 （前年同四半期比 9百万円増）となりました。 

 

② 所在地別セグメントの業績 

[ 日 本 ] 

航空機内装品等製造関連事業、航空機器等製造関連事業及び航空機整備等関連事業ともに、事業

の種類別セグメントの項目で説明したとおりであります。 

この結果、売上高 22,372百万円 （前年同四半期比 4,192百万円減）､営業損失 358百万円 (前年

同四半期は、営業利益 719百万円)となりました。 

 [ 北 米 ] 

対象企業は連結子会社のJAMCO AMERICA, INC.であり、客室改修の一部のプロジェクトが特に上半

期において予定より遅れたため売上高は前年同四半期を下回りましたが、コスト削減の効果が出始めて

おり、営業損失は前年同四半期に比べ縮小しました。 

この結果、売上高 1,898百万円 （前年同四半期比 507百万円減）、営業損失 213百万円 （前年同

四半期は、営業損失 315百万円）となりました。 

 [ ヨ－ロッパ ] 

対象企業は連結子会社のJAMCO EUROPE B.V.であり、景気後退の影響を受けてスペアパーツ販売

が減少したため、売上高、営業利益ともに前年同四半期を下回りました。 

この結果、売上高 543百万円 （前年同四半期比 66百万円減）、営業利益 37百万円 （前年同四

半期比 10百万円減）となりました。 

[ アジア・オセアニア ] 

対象企業は連結子会社のJAMCO AERO DESIGN & ENGINEERING PTE LTD.であり、客室改修のプ

ロジェクトが堅調に推移し、売上高、営業利益ともに前年同四半期を上回りました。 

この結果、売上高 761百万円 （前年同四半期比 345百万円増）、営業利益 90百万円 （前年同四

半期比 56百万円増）となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産・負債・純資産の状況 

当第３四半期連結会計期間末の流動資産合計は 41,167百万円となり、前連結会計年度末に比べ 

3,665百万円減少しました。主な要因は、ボーイング787内装品の出荷繰り延べなどで仕掛品は増加

（2,969百万円増）したものの、現金及び預金の減少（1,255百万円減）や、受取手形及び売掛金が減少

（5,361百万円減）したことなどによるものです。又、固定資産合計では、設備機材などの更新時期を遅

らせて設備投資額を抑えたことにより、422百万円減少して 13,821百万円となりました。 

負債総額は 39,963百万円となり、前連結会計年度末に比べ 3,286百万円の減少となりました。主な

要因は支払手形及び買掛金の減少（756百万円減）、短期借入金の減少（1,664百万円減）等によるも

のです。 

純資産合計は 15,025百万円となり、前連結会計年度末に比べ 801百万円の減少となりました。主な

要因は利益剰余金の減少（654百万円減）、為替換算調整勘定の減少（70百万円減）、少数株主持分

の減少（58百万円減）等によるものです。 
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この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の25.9％から 26.5％となりました。 

 

② キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結累計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物は、以下に記載のキャッ

シュ・フローにより、前連結会計年度末に比べ 1,255百万円減少し、4,975百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

売上債権の減少額（5,229百万円）による増加と、たな卸資産の増加額（3,126百万円）による減少等

により、1,362百万円のキャッシュ・インフロー（前年同四半期は、2,751百万円のキャッシュ・アウトフロー）

となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

施設、機械装置の更新を中心とした設備投資による有形固定資産取得（619百万円）等により、668百

万円のキャッシュ・アウトフロー（前年同四半期は、2,468百万円のキャッシュ・アウトフロー）となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

短期借入による収入（5,021百万円）及び同返済（7,102百万円）、配当金の支払い（133百万円）等に

より 1,900百万円のキャッシュ・アウトフロー（前年同四半期は、5,912百万円のキャッシュ・インフロー）と

なりました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

平成22年３月期通期の業績予想は、平成21年11月6日に発表した業績予想の修正に関するお知らせ

のとおりで変更ありません。なお、業績予想の前提となる第３四半期以降の為替レートは、当初計画におけ

る１米ドル当たり95円から90円に変更しております。各セグメントにおける情報は次のとおりです。 

航空機内装品等製造関連事業においては、ボーイング787納入時期延期の影響を受けて、787関連内

装品の出荷スケジュールが変更となり、当初予定していた出荷量の大半が来年度以降へ繰り延べとなりま

した。又、スペアパーツ受注の伸び悩み、円高による輸出売上高の目減りなどにより、収益面で厳しい状

況ですが、第４四半期にはエアバスA380ギャレー等の出荷が集中することにより、通期では営業利益を確

保する見通しです。 

航空機器等製造関連事業においては、ADP及び民間航空機エンジン部品の生産量が当初の予定より

低く推移しておりますが、防衛関連部品の受注及び生産は順調で、第４四半期においても多くの出荷を予

定しており、売上、利益ともに概ね予想どおりとなる見通しです。 

航空機整備等関連事業においては、国内エアラインからの装備品整備の受注減少に対してコスト削減

に取組む一方、機体整備関係の受注及び生産は堅調で、売上、利益ともに概ね予想どおりとなる見通し

です。 

 

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） 

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 

① 簡便な会計処理 

一般債権の貸倒見積高の算定方法 
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当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化

がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しており

ます。 

棚卸資産の評価方法 

当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期連結

会計期間末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

又、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価

額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

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や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ついて、著しい変化がないと認められる場合は、

前連結会計年度決算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

より、又、著しい変化が認められた場合は、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測

やタックス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。 

連結会社相互間の債権と債務の相殺消去 

当該債権の額と債務の額に差異が見られる場合には、債権側の金額に合わせる方法により債権と

債務を相殺消去しております。 

連結会社相互間の取引を相殺消去 

取引金額に差異がある場合で当該差異の重要性が乏しいときには、親会社等の金額に合わせる

方法により相殺消去しております。 

 

② 四半期連結財務諸表作成に特有の会計処理 

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 

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、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（工事の進捗率の見積りは原

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、これに伴う損益に与

える影響はありません。 
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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：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 4,975,418 6,230,591

受取手形及び売掛金 8,077,011 13,438,976

商品及び製品 72,915 166,932

仕掛品 17,568,648 14,599,555

原材料及び貯蔵品 6,986,556 6,914,051

その他 3,489,741 3,487,377

貸倒引当金 △2,339 △3,780

流動資産合計 41,167,953 44,833,704

固定資産   

有形固定資産 9,138,456 9,827,724

無形固定資産 431,532 292,164

投資その他の資産 4,251,149 4,123,694

固定資産合計 13,821,137 14,243,583

資産合計 54,989,091 59,077,287

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,484,948 5,241,496

短期借入金 15,523,170 17,187,890

未払法人税等 83,626 71,960

賞与引当金 541,916 1,039,542

工事損失引当金 253,421 322,070

その他 6,739,627 6,891,742

流動負債合計 27,626,710 30,754,702

固定負債   

長期借入金 6,411,680 6,699,480

退職給付引当金 5,167,015 5,120,889

役員退職慰労引当金 301,252 345,648

環境対策引当金 7,203 7,203

その他 449,898 322,037

固定負債合計 12,337,049 12,495,258

負債合計 39,963,760 43,249,960

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,359,893 5,359,893

資本剰余金 4,367,993 4,367,993

利益剰余金 5,095,743 5,749,931

自己株式 △25,739 △25,311

株主資本合計 14,797,890 15,452,506

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 64,519 82,312

為替換算調整勘定 △293,048 △222,110

評価・換算差額等合計 △228,529 △139,797

少数株主持分 455,969 514,617

純資産合計 15,025,330 15,827,326

負債純資産合計 54,989,091 59,077,287
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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：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 29,996,335 25,576,042

売上原価 25,915,526 22,878,992

売上総利益 4,080,808 2,697,049

販売費及び一般管理費 3,662,404 3,116,481

営業利益又は営業損失（△） 418,404 △419,431

営業外収益   

受取利息 4,064 795

受取配当金 4,082 1,912

持分法による投資利益 56,841 6,122

その他 44,339 34,075

営業外収益合計 109,328 42,905

営業外費用   

支払利息 249,382 279,133

為替差損 460,878 123,375

その他 10,959 41,626

営業外費用合計 721,220 444,136

経常損失（△） △193,487 △820,661

特別利益   

固定資産売却益 44 119

投資有価証券売却益 43 －

貸倒引当金戻入額 1,751 1,218

補助金収入 － 52,263

特別利益合計 1,839 53,601

特別損失   

固定資産処分損 18,519 2,560

投資有価証券評価損 3,684 66,489

事務所移転費用 6,444 －

特別損失合計 28,649 69,049

税金等調整前四半期純損失（△） △220,296 △836,109

法人税、住民税及び事業税 28,722 68,991

法人税等調整額 △221,340 △398,701

法人税等合計 △192,617 △329,710

少数株主利益又は少数株主損失（△） △24,810 13,618

四半期純損失（△） △2,869 △520,017
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(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損失（△） △220,296 △836,109

減価償却費 1,272,774 993,570

引当金の増減額（△は減少） △340,591 △565,872

受取利息及び受取配当金 △8,147 △2,707

支払利息 249,382 279,133

為替差損益（△は益） △1,461 29,436

持分法による投資損益（△は益） △56,841 △6,122

有形固定資産売却損益（△は益） 18,475 2,440

投資有価証券売却損益（△は益） △43 －

投資有価証券評価損益（△は益） 3,684 66,489

売上債権の増減額（△は増加） 2,617,339 5,229,922

たな卸資産の増減額（△は増加） △5,289,784 △3,126,509

仕入債務の増減額（△は減少） △757,754 △699,308

その他 407,711 201,301

小計 △2,105,553 1,565,664

利息及び配当金の受取額 25,815 24,210

利息の支払額 △200,741 △205,986

その他の収入 27,713 57,423

その他の支出 △2,948 △32,253

法人税等の支払額 △495,308 △46,427

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,751,023 1,362,631

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 △2,445,008 △619,962

有形固定資産の売却による収入 － 119

投資有価証券の取得による支出 △1,855 △1,521

子会社株式の取得による支出 － △30,872

貸付金の回収による収入 4,278 4,540

貸付けによる支出 － △4,380

定期預金の払戻による収入 20,000 －

その他 △45,783 △16,404

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,468,369 △668,480

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 7,937,906 5,021,100

短期借入金の返済による支出 △3,713,783 △7,102,075

長期借入れによる収入 1,937,240 876,040

長期借入金の返済による支出 △21,420 △521,420

リース債務の返済による支出 △3,869 △31,989

自己株式の取得による支出 △1,483 △427

自己株式の売却による収入 2,484 －

配当金の支払額 △214,233 △133,869

少数株主への配当金の支払額 △10,634 △7,505

財務活動によるキャッシュ・フロー 5,912,206 △1,900,146

現金及び現金同等物に係る換算差額 △61,321 △49,177

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 631,490 △1,255,172

現金及び現金同等物の期首残高 1,544,896 6,230,591

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,176,387 4,975,418
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該当事項はありません。 

  

 

  

 

  

(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】

 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)

航空機 
内装品等 

製造関連事業
(千円)

航空機器等
製造関連事業

(千円)

航空機整備等
関連事業 
（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

20,724,711 3,469,747 5,801,875 29,996,335 ― 29,996,335

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高

205 113,429 93,795 207,430 (207,430) ―

計 20,724,917 3,583,176 5,895,671 30,203,765 (207,430) 29,996,335

営業利益又は営業損失(△) 543,350 △256,134 131,187 418,404 ─ 418,404

(注) １ 事業区分は製品の種類によって区分しております。 

   ２ 各事業の主な製品 

    (1) 航空機内装品等製造関連事業 ………… ギャレー・ラバトリー 

    (2) 航空機器等製造関連事業 ……………… 熱交換器・ADP 

        (3) 航空機整備等関連事業 ………………… 航空機整備・修理                    

 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)

航空機 
内装品等 

製造関連事業
(千円)

航空機器等
製造関連事業

(千円)

航空機整備等
関連事業 
（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

16,498,526 3,486,534 5,590,981 25,576,042 ― 25,576,042

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高

1,209 51,063 66,851 119,125 (119,125) ―

計 16,499,736 3,537,597 5,657,832 25,695,167 (119,125) 25,576,042

営業利益又は営業損失(△) △656,450 95,852 141,166 △419,431 ─ △419,431

(注) １ 事業区分は製品の種類によって区分しております。 

   ２ 各事業の主な製品 

    (1) 航空機内装品等製造関連事業 ………… ギャレー・ラバトリー 

    (2) 航空機器等製造関連事業 ……………… 熱交換器・ADP 

        (3) 航空機整備等関連事業 ………………… 航空機整備・修理                    
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【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
(千円)

北米 
(千円)

ヨーロッパ
(千円)

アジア・
オセアニア
(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

26,564,822 2,406,007 609,926 415,578 29,996,335 ─ 29,996,335

 (2) セグメント間の 
     内部売上高又は 
     振替高

2,360,644 2,165,875 555,943 54,716 5,137,179 (5,137,179) ─

計 28,925,466 4,571,883 1,165,869 470,295 35,133,515 (5,137,179) 29,996,335

 営業利益又は 
 営業損失(△)

719,042 △315,839 48,166 34,448 485,818 (67,414) 418,404

(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 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

    (1) 北米 ………………………… アメリカ 

    (2) ヨーロッパ ………………… オランダ 

    (3) アジア・オセアニア ……… シンガポール                           

 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
(千円)

北米 
(千円)

ヨーロッパ
(千円)

アジア・
オセアニア
(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

22,372,791 1,898,456 543,729 761,064 25,576,042 ─ 25,576,042

 (2) セグメント間の 
     内部売上高又は 
     振替高

1,372,157 1,717,158 387,536 56,614 3,533,466 (3,533,466) ─

計 23,744,948 3,615,615 931,266 817,678 29,109,509 (3,533,466) 25,576,042

 営業利益又は 
 営業損失(△)

△358,488 △213,740 37,706 90,522 △443,999 24,567 △419,431

(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 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

    (1) 北米 ………………………… アメリカ 

    (2) ヨーロッパ ………………… オランダ 

    (3) アジア・オセアニア ……… シンガポール                           
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該当事項はありません。 

  

【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)

北米 アジア・オセアニア ヨーロッパ 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 5,045,054 10,460,539 3,132,706 18,638,300

Ⅱ 連結売上高(千円) ─ ─ ─ 29,996,335

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

16.8 34.9 10.4 62.1

(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 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

    (1) 北米 ………………………… アメリカ 

    (2) アジア・オセアニア ……… シンガポール・オーストラリア 

    (3) ヨーロッパ ………………… イギリス・フランス・ドイツ 

   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す。

 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)

北米 アジア・オセアニア ヨーロッパ 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 4,550,062 7,319,894 3,303,794 15,173,751

Ⅱ 連結売上高(千円) ─ ─ ─ 25,576,042

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

17.8 28.6 12.9 59.3

(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 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

    (1) 北米 ………………………… アメリカ 

    (2) アジア・オセアニア ……… シンガポール・オーストラリア 

    (3) ヨーロッパ ………………… イギリス・フランス・ドイツ 

   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す。

(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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