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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 23,138 △49.0 △351 ― △158 ― △1,395 ―
21年3月期第3四半期 45,355 ― 2,144 ― 2,472 ― 1,239 ―

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 △50.66 ―
21年3月期第3四半期 44.99 ―

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 34,602 16,125 44.7 562.09
21年3月期 34,911 17,403 48.1 609.78

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  15,480百万円 21年3月期  16,794百万円

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  
現時点では、平成22年３月期の配当予想は未定であります。 

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 ― 0.00 0.00
22年3月期 ― 0.00 ―
22年3月期 

（予想）
― ―

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 35,500 △30.1 50 △95.9 250 △82.2 △1,000 ― △36.31
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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、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。] 

(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 
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。 
２．平成22年３月期の配当予想につきましては、業績の状況や経営環境の先行きが不透明であることから、今後の業績の動向を見極めつつ検討すること
としており未定とさせていただきます。予想額の開示は可能となった時点で速やかに開示いたします。 

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 27,573,000株 21年3月期  27,573,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  32,004株 21年3月期  30,479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 27,541,883株 21年3月期第3四半期 27,544,814株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、昨年度末の世界同時不況の影響が続く状況下で、

アジアを中心とした海外経済の持ち直しの動きや、各国政府による経済対策の効果により、輸出・生産等

に一部持ち直しの兆しが見られ、昨年初めの大幅な落ち込みから徐々に回復の気配を見せ始めているもの

の、デフレの進行や円高傾向の影響による企業収益の悪化に伴い設備投資が減少を続けており、雇用・所

得環境が一段と厳しさを増すなど、景気の先行きは依然不透明な情勢が続いております。 

このような情勢下において、当社グループは、生産体制の効率化・コスト圧縮を徹底して推進すること

により、業績の向上に努めてまいりましたが、景気の落ち込みの影響は大きく、当第３四半期連結累計期

間の売上高は、前年同四半期に比べ222億１千７百万円減少し231億３千８百万円となりました。 

また、損益面におきましては、売上高減少の影響を受け、営業利益は前年同四半期に比べ24億９千６百

万円減少し、３億５千１百万円の営業損失となりました。経常利益は前年同四半期に比べ26億３千１百万

円減少し、１億５千８百万円の経常損失となりました。四半期純損益は前年同四半期に比べ26億３千４百

万円減少し13億９千５百万円の四半期純損失となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

  

① エンジン部品事業 

建設機械市場において、中国や一部の新興国で政府の経済対策の効果等により需要の回復が見られ

たものの、日・米・欧の先進諸国では長引く景気低迷により先行き不透明感が依然として強く、建設

投資が引き続き低水準に推移しており、全体としての需要は前年同四半期に比べ減少しました。 

このような環境のもと、売上高は前年同四半期に比べ132億８千７百万円減少し、104億８千万円と

なりました。損益面では、売上高減少の影響により、営業利益は前年同四半期に比べ11億１千５百万

円減少し、２億９千万円の営業損失となりました。 

  

② 自動車用部品事業 

トラック市場におきましては、国内市場は長引く景気低迷の影響により依然として先行き不透明感

が強く、前年同四半期比で需要は減少しました。海外市場は中国を中心とした新興国で需要の回復傾

向が見られたものの、米州・欧州の先進諸国では長引く景気低迷の影響により、前年同四半期比で需

要が減少した結果、売上高は前年同四半期に比べ89億４千８百万円減少し、125億２千３百万円とな

りました。損益面では、売上高減少により、営業利益は前年同四半期に比べ13億１千１百万円減少

し、１億２百万円の営業損失となりました。 

  

③ その他事業 

売上高は前年同四半期に比べ３億３千万円減少し、３億４千９百万円となりました。営業利益は前

年同四半期に比べ６千３百万円減少し、３千１百万円となりました。 

  

・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
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所在地別セグメントの業績については、次のとおりであります。 

  

① 日本 

トラック市場におきましては、長引く景気低迷により企業の設備投資が減少したことにより国内、

海外ともに需要は前年同四半期を下回りました。建設機械市場におきましては、一部の新興国で需要

の回復が見られたものの、先進諸国では長引く景気低迷により先行き不透明感が依然として強く、公

共投資や建設投資が引き続き低水準に推移しており、需要は国内、海外ともに前年同四半期を下回り

ました。このような環境のもと、売上高は前年同四半期に比べ198億７千万円減少し、201億４千７百

万円となりました。一方、損益面では、売上高減少の影響により、営業利益は前年同四半期に比べ17

億４千５百万円減少し、５億１千４百万円の営業損失となりました。 

  

② アジア 

タイ及びインドネシア向け自動車用部品の売上高が減少したこと等により、売上高は前年同四半期

に比べ32億３千８百万円減少し、37億５千８百万円となりました。営業利益は前年同四半期に比べ７

億７千５百万円減少し、１億４千５百万円となりました。 

  

流動資産は、前連結会計年度末に比べ10億４千万円増加し、116億８千１百万円となりました。こ

れは、主に受取手形及び売掛金が22億９百万円増加したものの、現金及び預金が８億３千万円、未収

入金が５億１千１百万円それぞれ減少したことなどによります。  

固定資産は、前連結会計年度末に比べ13億５千万円減少し、229億２千１百万円となりました。こ

れは、主に固定資産の一部を減損処理したことなどによります。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ15億１千万円増加し、93億８千４百万円となりました。これ

は、未払金が５億６千１百万円、賞与引当金が１億８千９百万円それぞれ減少したものの、支払手形

及び買掛金が12億３千４百万円、短期借入金が８億８千３百万円それぞれ増加したことなどによりま

す。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べ５億４千１百万円減少し、90億９千３百万円となりました。

これは、主にリース債務が４億８千６百万円増加したものの、長期借入金が９億円減少したことなど

によります。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ12億７千８百万円減少し、161億２千５百万円となりまし

た。これは、主に利益剰余金が14億６千万円減少したことなどによります。 

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1)財政状態の変動状況

(資産)

(負債)

(純資産)
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当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度

末に比べ８億３千万円減少し、22億９千万円となりました。 

営業活動の結果得られた資金は５億６千３百万円となり、前年同四半期末に比べ24億８千９百万円

の減少となりました。 

収入の主な内訳は、減価償却費13億９千万円(前年同四半期比８千９百万円減少)、減損損失10億６

千５百万円(前年同四半期比９億２千４百万円の増加)、仕入債務の増加額11億６千１百万円(前年同

四半期比25億円の増加)、法人税等の還付額４億４千９百万円(前年同四半期は13億７千９百万円の支

出)であり、支出の主な内訳は、税金等調整前四半期純損失12億３千万円(前年同四半期は22億１千７

百万円の四半期純利益)、売上債権の増加額21億４千８百万円(前年同四半期比41億１百万円の増加)

であります。 

投資活動の結果使用した資金は13億６千８百万円となり、前年同四半期末に比べ４億１千１百万円

の減少となりました。 

これは、主に有形固定資産の売却による収入が５億９千９百万円(前年同四半期比５億９千６百万

円の増加)であったものに対して、有形固定資産の取得による支出が19億６千３百万円(前年同四半期

比１億８千４百万円の増加)であったことによるものであります。 

財務活動の結果使用した資金は７千６百万円となり、前年同四半期末に比べ８億１千６百万円の支

出の増加となりました。 

これは、主に短期借入による収入が11億９千万円(前年同四半期比11億９千万円の増加)であったも

のの、短期借入金の返済による支出が３億９千万円(前年同四半期比11憶１千万円の減少)、長期借入

金の返済による支出が８億２千７百万円(前年同四半期比４億２千９百万円の増加)であったことによ

るものであります。 

  

通期の連結業績予想につきましては、当第３四半期連結累計期間において、国内市場は依然として厳し

い状況にあるものの、中国・アジアを中心とした海外市場が順調に推移していることや、引き続き原価低

減及び固定費圧縮が寄与することから、売上高、利益ともに平成21年11月６日に公表した業績予想を下記

のように修正いたします。 

 
(注) 業績予想は、現時点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

より大きく異なる可能性があります。 

(2)キャッシュ・フローの状況

(イ) 営業活動によるキャッシュ・フロー

(ロ) 投資活動によるキャッシュ・フロー

(ハ) 財務活動によるキャッシュ・フロー

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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

前回発表予想（Ａ） 30,000 △1,100 △990 △1,530 △55.55

今回発表予想（Ｂ） 35,500 50 250 △1,000 △36.31

増減額（Ｂ－Ａ） 5,500 1,150 1,240 530 ―

増減率（％） 18.3 ― ― ― ―

前期実績(平成21年３月期) 50,790 1,218 1,408 456 16.58
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該当事項はありません。 

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。 

固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額を期間

按分する方法によっております。 

なお、定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して

算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、前連結会計年度末以降において使用した将来

の業績予測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。 

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

① 棚卸資産の評価方法

② 固定資産の減価償却の算定方法

③ 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

(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
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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 2,290,869 3,121,864

受取手形及び売掛金 7,217,162 5,008,078

製品 446,312 331,983

仕掛品 162,464 159,257

原材料及び貯蔵品 922,244 959,041

その他 642,077 1,060,052

流動資産合計 11,681,131 10,640,278

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 7,440,958 7,762,743

土地 10,841,830 10,946,797

その他（純額） 3,351,358 4,217,080

有形固定資産合計 21,634,147 22,926,620

無形固定資産   

のれん － 251,379

その他 107,481 78,079

無形固定資産合計 107,481 329,458

投資その他の資産 1,179,533 1,015,526

固定資産合計 22,921,162 24,271,606

資産合計 34,602,294 34,911,884

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,319,211 4,085,146

短期借入金 2,259,298 1,375,709

未払法人税等 83,109 58,730

賞与引当金 199,804 389,193

その他 1,522,588 1,964,481

流動負債合計 9,384,012 7,873,261

固定負債   

長期借入金 2,650,000 3,550,480

再評価に係る繰延税金負債 4,103,719 4,103,719

退職給付引当金 1,510,864 1,631,520

その他 828,548 348,999

固定負債合計 9,093,132 9,634,720

負債合計 18,477,145 17,507,981
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（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 2,331,390 2,331,390

資本剰余金 1,416,546 1,416,546

利益剰余金 6,349,942 7,810,303

自己株式 △11,886 △11,651

株主資本合計 10,085,991 11,546,587

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 40,187 △11,415

土地再評価差額金 5,953,280 5,953,280

為替換算調整勘定 △598,980 △693,648

評価・換算差額等合計 5,394,488 5,248,217

少数株主持分 644,669 609,097

純資産合計 16,125,148 17,403,902

負債純資産合計 34,602,294 34,911,884
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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 45,355,742 23,138,206

売上原価 41,270,811 22,112,015

売上総利益 4,084,930 1,026,190

販売費及び一般管理費   

運送費 143,957 76,717

給料及び手当 765,663 576,400

賞与引当金繰入額 29,093 32,484

退職給付引当金繰入額 24,361 33,294

減価償却費 62,854 83,443

賃借料 79,486 65,086

租税公課 52,335 34,476

試験研究費 103,591 19,845

のれん償却額 22,889 16,032

その他 656,253 440,301

販売費及び一般管理費合計 1,940,487 1,378,083

営業利益又は営業損失（△） 2,144,443 △351,893

営業外収益   

受取利息 1,360 3,671

受取配当金 11,314 6,759

スクラップ売却益 355,466 72,153

為替差益 － 94,947

その他 90,033 137,966

営業外収益合計 458,175 315,498

営業外費用   

支払利息 61,632 80,576

為替差損 21,057 －

支払手数料 28,485 21,847

その他 18,666 19,478

営業外費用合計 129,842 121,901

経常利益又は経常損失（△） 2,472,776 △158,296

特別利益   

固定資産売却益 － 1,242

特別利益合計 － 1,242

特別損失   

固定資産売却損 11,204 396

固定資産除却損 17,279 7,851

投資有価証券評価損 61,650 －

減損損失 140,834 1,065,517

過年度退職給付費用 24,108 －

特別損失合計 255,077 1,073,765
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（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) 

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（△）

2,217,699 △1,230,819

法人税、住民税及び事業税 501,215 156,209

法人税等調整額 291,671 △56,797

法人税等合計 792,887 99,411

少数株主利益 185,550 65,156

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,239,261 △1,395,387
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【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) 

売上高 12,779,420 10,341,378

売上原価 11,777,602 9,515,250

売上総利益 1,001,818 826,127

販売費及び一般管理費   

運送費 55,443 31,515

給料及び手当 229,157 171,547

賞与引当金繰入額 29,093 32,484

退職給付引当金繰入額 7,450 9,884

減価償却費 22,751 33,799

賃借料 27,334 12,899

租税公課 21,586 15,890

試験研究費 32,516 5,532

のれん償却額 7,371 －

その他 197,253 146,611

販売費及び一般管理費合計 629,959 460,166

営業利益 371,858 365,961

営業外収益   

受取利息 46 1,148

受取配当金 3,107 1,162

スクラップ売却益 108,666 33,941

その他 49,537 59,037

営業外収益合計 161,357 95,288

営業外費用   

支払利息 18,037 25,788

支払手数料 19,627 6,980

その他 7,603 △85

営業外費用合計 45,268 32,682

経常利益 487,948 428,567

特別利益   

固定資産売却益 － 219

特別利益合計 － 219

特別損失   

固定資産売却損 △115 －

固定資産除却損 △6 139

減損損失 － 779,071

投資有価証券評価損 61,650 －

過年度退職給付費用 △755 －

特別損失合計 60,773 779,210

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（△）

427,174 △350,424

法人税、住民税及び事業税 △103,926 43,788
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（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) 

法人税等調整額 219,913 △80,870

法人税等合計 115,987 △37,081

少数株主利益 62,047 13,444

四半期純利益又は四半期純損失（△） 249,139 △326,787
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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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

2,217,699 △1,230,819

減価償却費 1,480,161 1,390,180

減損損失 140,834 1,065,517

のれん償却額 22,889 16,032

退職給付引当金の増減額（△は減少） △123,560 △125,007

受取利息及び受取配当金 △12,675 △10,431

支払利息 61,632 80,576

為替差損益（△は益） 21,057 △94,947

有形固定資産除売却損益（△は益） 28,483 7,005

投資有価証券評価損益（△は益） 61,650 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,952,950 △2,148,337

たな卸資産の増減額（△は増加） 66,049 △36,758

仕入債務の増減額（△は減少） △1,338,777 1,161,282

未払消費税等の増減額（△は減少） △15,288 218,266

その他 △86,082 △108,914

小計 4,477,025 183,645

利息及び配当金の受取額 12,675 10,431

利息の支払額 △56,164 △79,796

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △1,379,737 449,610

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,053,798 563,891

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 △1,779,158 △1,963,470

有形固定資産の売却による収入 2,998 599,625

投資有価証券の取得による支出 △3,587 △4,856

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,779,748 △1,368,701

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） △1,500,000 800,000

長期借入れによる収入 2,761,478 －

長期借入金の返済による支出 △397,720 △827,198

自己株式の取得による支出 △451 △234

配当金の支払額 △110,182 －

少数株主への配当金の支払額 △13,655 △22,549

その他 － △26,863

財務活動によるキャッシュ・フロー 739,469 △76,845

現金及び現金同等物に係る換算差額 △109,033 50,661

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,904,486 △830,994

現金及び現金同等物の期首残高 1,423,998 3,121,864

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,328,484 2,290,869
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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) 

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) 

  

 
(注) １ 事業の業種等の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各区分の主な製品 

 
３ 会計方針の変更 

 (在外子会社の本邦通貨への換算基準の変更) 

  「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」に記載の通り、第１四半期連

結会計期間から在外子会社の収益及び費用の換算基準を変更しております。この変更に伴い、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「自動車用部品事業」が406,150千円増加して

おります。また、営業利益は「自動車部品事業」が52,285千円増加しております。なお、「エンジン部品事

業」及び「その他事業」についてはセグメント情報に与える影響はありません。 

  

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 事業の業種等の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各区分の主な製品 

 
  

(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】

エンジン部品 
事業(千円)

自動車用部品
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

23,768,022 21,472,600 115,118 45,355,742 ― 45,355,742

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― 157 565,474 565,631 (565,631) ―

計 23,768,022 21,472,757 680,593 45,921,373 (565,631) 45,355,742

営業利益 824,306 1,209,063 95,531 2,128,901 15,542 2,144,443

(1) エンジン部品事業 …… 産業用エンジン製造

(2) 自動車用部品事業 …… 駆動・伝動装置部品製造等

(3) その他事業 …………… 福利厚生施設の管理等

エンジン部品
事業(千円)

自動車用部品
事業(千円)

その他の事業
(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

10,480,413 12,523,892 133,899 23,138,206 ― 23,138,206

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― 79 216,094 216,174 (216,174) ―

計 10,480,413 12,523,972 349,993 23,354,380 (216,174) 23,138,206

   営業利益又は 
   営業損失（△）

△290,793 △102,654 31,899 △361,548 9,655 △351,893

(1) エンジン部品事業 …… 産業用エンジン製造

(2) 自動車用部品事業 …… 駆動・伝動装置部品製造等

(3) その他事業 …………… 福利厚生施設の管理等
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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) 

  

 
(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国 

  アジア……タイ、インドネシア 

３ 会計方針の変更 

 (在外子会社の本邦通貨への換算基準の変更) 

  「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」に記載の通り、第１四半期連

結会計期間から在外子会社の収益及び費用の換算基準を変更しております。この変更に伴い、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「アジア」が406,150千円増加しております。

また、営業利益は「アジア」が52,285千円増加しております。なお、「日本」についてはセグメント情報に

与える影響はありません。 

  

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国 

  アジア……タイ、インドネシア 

  

【所在地別セグメント情報】

日本(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

39,004,978 6,350,763 45,355,742 ― 45,355,742

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

1,012,798 645,972 1,658,770 (1,658,770) ―

計 40,017,776 6,996,735 47,014,512 (1,658,770) 45,355,742

営業利益 1,230,576 921,237 2,151,813 (7,370) 2,144,443

日本 
(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

19,653,124 3,485,081 23,138,206 ― 23,138,206

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

494,460 273,624 768,084 (768,084) ―

計 20,147,585 3,758,705 23,906,290 (768,084) 23,138,206

   営業利益又は 
   営業損失（△）

△514,539 145,683 △368,855 16,962 △351,893
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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) 

  

 
  
(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 

 
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 会計方針の変更 

 (在外子会社の本邦通貨への換算基準の変更) 

  「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」に記載の通り、第１四半期連

結会計期間から在外子会社の収益及び費用の換算基準を変更しております。この変更に伴い、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「アジア」が406,150千円増加しております。

また、連結売上高に占める海外売上高の割合は「アジア」が0.8％増加しております。なお、「その他の地

域」についてはセグメント情報に与える影響はありません。 

  

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 

 
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。 

  

  

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。 

  

【海外売上高】

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 6,350,763 39,690 6,390,453

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 45,355,742

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

14.0 0.1 14.1

(1) アジア …………… タイ、インドネシア

(2) その他の地域 …… アメリカ

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 3,485,081 31,545 3,516,626

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 23,138,206

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

15.1 0.1 15.2

(1) アジア …………… タイ、インドネシア

(2) その他の地域 …… アメリカ

(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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