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1.  平成22年9月期第2四半期の連結業績（平成21年10月1日～平成22年3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9月期第2四半期 14,415 △19.9 △468 ― △465 ― △543 ―

21年9月期第2四半期 18,000 ― 762 ― 734 ― 141 ―

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9月期第2四半期 △13.14 ―

21年9月期第2四半期 3.54 3.22

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9月期第2四半期 39,134 19,165 49.0 462.99
21年9月期 40,355 20,185 50.0 487.59

（参考） 自己資本   22年9月期第2四半期  19,165百万円 21年9月期  20,185百万円

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  有  

当連結会計年度末における配当予想額につきましては、現在検討中であり、未定です。 

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9月期 ― 2.00 ― 3.00 5.00
22年9月期 ― 2.00

22年9月期 
（予想）

― ― ―

3.  平成22年9月期の連結業績予想（平成21年10月1日～平成22年9月30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 31,500 △9.7 350 △74.8 300 △77.0 100 △79.1 2.42
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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  無  
（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） 

（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。 

(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 

・当連結会計年度末における配当予想額につきましては、経営環境の先行きが不透明であり、業績が大きく変動する可能性がある為、その影響を精査し
たうえで速やかに開示する予定であります。 
・上記の業績予想は、発表日現在で入手可能な情報に基づき作成したものであります。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可能性が
あります。業績予想に関する事項については、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覧下さい。 

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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年9月期第2四半期 43,076,347株 21年9月期  43,076,347株

② 期末自己株式数 22年9月期第2四半期  1,681,502株 21年9月期  1,678,364株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年9月期第2四半期 41,396,423株 21年9月期第2四半期 39,908,416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２四半期連結累計期間における世界経済は、多くの経済指標が好転し、最悪の局面を乗り越

えたとの見方が定着しつつあります。米国では、自律回復に向け着実に前進しておりますが、欧州

は底入れするもソブリン・リスク懸念が拡大し回復の足取りは極めて重い状態です。アジアにおい

ては輸出増加と、それに伴う設備投資や雇用環境の改善などを背景に多くの国・地域で順調に拡大

しております。一方、日本は内外の在庫調整の進展や海外経済の回復を背景に緩やかな回復が続い

ております。 

このような経済環境の中、当第２四半期連結累計期間の業績は、受注高は181億９千１百万円(前

年同期比15.2%の増加)、受注残高は118億９千９百万円(前年同期比5.6%の増加)、売上高は144億１

千５百万円(前年同期比19.9%の減少)となりました。 

利益面におきましては、全部門において経費の削減に一層注力しておりましたが、期首受注残高

が少なく、売上高の減少により、営業損失は４億６千８百万円(前年同期は７億６千２百万円の利

益)、経常損失は４億６千５百万円(前年同期は７億３千４百万円の利益)となりました。また、当社

が保有する投資有価証券の評価損等により、四半期純損失は５億４千３百万円(前年同期は１億４千

１百万円の利益)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。 

①粉体関連事業 

当事業は、粉砕・分級装置、混合・乾燥装置及び日本市場においての大気汚染防止装置、製品

捕集用集塵装置、精密空調制御装置の製造販売、複合ナノ粒子を中心とした新素材開発とその商

品化並びに微粉体受託加工サービスを提供するホソカワミクロングループの主力分野であります。

食品・医薬市場及び環境関連分野として注目を集めている二次電池向けは堅調に推移いたしまし

たが、当初より出荷予定案件が少なく、売上高は減少しました。 

この結果、受注高は142億２千１百万円(前年同期比9.1%の増加)、受注残高は97億２千４百万円

(前年同期比6.7%の増加)となりました。売上高は111億円(前年同期比25.9%の減少)、営業利益は

２億４千３百万円(前年同期比84.9%の減少)となりました。 

 

②プラスチック薄膜関連事業 

各種プラスチック薄膜製造装置を生産販売する当事業は、主に３層を中心に、それ以上の多層

高機能フィルム製造装置の開発・製造・販売を行っております。引き続き厳しい競争化にあるも

のの、主力市場である欧州及び米国向けに回復が見られるようになってきたほか、開拓を進めて

いるアジア市場向けも開花しつつあります。 

この結果、受注高は28億５千２百万円(前年同期比31.6%の増加)、受注残高は16億２千６百万円

(前年同期比7.0%の増加)となりました。売上高は23億４千８百万円(前年同期比10.3%の増加)とな

りました。ただし、在庫品の評価減を行いました結果、営業損失は１億７千８百万円(前年同期は

１億５千４百万円の損失)となりました。 
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③製菓関連事業 

製菓関連事業は、欧米を中心にハードキャンディ、チョコレート、ベーカリーなどの製菓装置

の製造販売、エンジニアリングを手掛けております。製菓関連市場は世界的な再編が進んでおり、

欧米を中心に設備投資抑制の傾向が続いておりますが、新興国を中心に一部回復の傾向が見られ

るようになってきました。 

この結果、受注高は11億１千７百万円(前年同期比90.7%の増加)、受注残高は５億４千８百万円

(前年同期比13.6%の減少)となりました。売上高は９億６千７百万円(前年同期比9.0%の増加)、営

業損失は４千７百万円(前年同期は２億１千万円の損失)となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

(資産、負債、純資産の状況) 

当第２四半期連結会計期間末の財政状態については、前連結会計年度末に比べ、総資産は現金預

金の増加がありましたが、受取手形及び売掛金、棚卸資産の減少により12億２千１百万円減少し、

391億３千４百万円となりました。負債は前受金の増加がありましたが、支払手形及び買掛金の減少

などにより２億１百万円減少し、199億６千９百万円となりました。純資産は当第２四半期連結累計

期間の純損失が５億４千３百万円となったこと等により、10億２千万円減少し、191億６千５百万円

となりました。 

 

(キャッシュ・フローの状況) 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ８

億６千６百万円増加し、80億４百万円となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは９億９千３百万円の資金の増加となりました。資金の増加

要因として売上債権の減少がある一方、仕入債務が減少したことによるものであります。投資活動

によるキャッシュ・フローは２億１千３百万円の資金の減少となりました。主として有形固定資産

の取得による支出によるものであります。財務活動によるキャッシュ・フローは１億５千２百万円

の資金の増加となりました。主な要因は長期借入金の増加によるものであります。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

平成21年11月13日に公表しました連結業績予想から修正は行っておりません。 

 

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） 

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 

(簡便な会計処理) 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第２四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場合には、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
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ております。 

②棚卸資産の評価方法 

当第２四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、前連結会計年度

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。 

また、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

価格を見積り簿価切下げを行う方法によっております。 

③固定資産の減価償却費の算定方法 

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。 

④繰延税金資産の回収可能性の判断 

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

来の業績予想やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

 

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理) 

①税金費用の計算 

当社及び一部の連結子会社は、当連結会計年度の税金等調整前四半期純利益（損失)に対する税

効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整前四半期純利益（損失）に当該見積実効

税率を乗じた税金費用を計算する方法を採用しております。 

なお、法人税等調整額は法人税等に含めております。 

 

(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 

①会計処理基準に関する事項の変更 

長期工事収益の計上基準の変更 

海外子会社では、従来１契約200千ドル超は工事進行基準、それ以下は工事完成基準によって

売上計上しておりましたが、第1四半期連結会計期間より、１契約500千ドル超の案件につき工事

進行基準を適用し、それ以下は工事完成基準によって売上計上することに変更しました。これは、

主要海外子会社であるHosokawa Alpine Aktiengesellschaftにおいて建設を進めておりました新

工場が平成21年９月期に完工し、製造ラインの見直しや効率化が図られたことを契機に、工事進

行基準金額の見直しを行った結果、少額案件については、製造期間の短縮を見込めることとなり、

長期工事契約として工事進行基準を適用する意義が薄れたことなどから、工事進行基準の適用基

準範囲の見直しを行ったものであります。 

これにより、従来の方法によった場合に比べ、当第２四半期連結累計期間の売上高は、４億１

千７百万円減少いたしました。また、売上総利益は１億４千９百万円減少し、営業損失、経常損

失及び税金等調整前四半期純損失は、１億２千５百万円増加しております。 

なお、セグメント情報に与える影響は当該箇所に記載しております。 
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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２四半期連結会計期間末
(平成22年３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９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,076 7,210

受取手形及び売掛金 7,399 8,702

製品 1,891 1,583

仕掛品 1,178 1,557

原材料及び貯蔵品 1,796 1,974

繰延税金資産 346 348

その他 1,107 1,066

貸倒引当金 △98 △139

流動資産合計 21,697 22,304

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 8,532 8,906

機械装置及び運搬具（純額） 1,628 1,844

土地 5,080 5,098

建設仮勘定 266 117

その他（純額） 500 596

有形固定資産合計 16,009 16,562

無形固定資産   

のれん 41 45

その他 150 137

無形固定資産合計 191 183

投資その他の資産   

投資有価証券 734 778

繰延税金資産 196 201

その他 342 362

貸倒引当金 △43 △45

投資その他の資産合計 1,230 1,296

固定資産合計 17,431 18,043

繰延資産   

社債発行費 5 8

繰延資産合計 5 8

資産合計 39,134 40,355
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年３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９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,092 3,548

短期借入金 1,600 1,710

1年内返済予定の長期借入金 10 10

未払費用 2,142 2,259

未払法人税等 33 38

繰延税金負債 147 126

前受金 1,552 1,055

賞与引当金 204 369

役員賞与引当金 27 33

製品保証引当金 453 515

設備関係支払手形 1 1

その他 711 775

流動負債合計 9,977 10,444

固定負債   

新株予約権付社債 3,404 3,404

長期借入金 2,518 2,144

退職給付引当金 3,674 3,832

役員退職慰労引当金 114 101

繰延税金負債 204 176

その他 75 67

固定負債合計 9,991 9,726

負債合計 19,969 20,170

純資産の部   

株主資本   

資本金 14,496 14,496

資本剰余金 5,206 5,206

利益剰余金 5,376 6,044

自己株式 △1,277 △1,276

株主資本合計 23,802 24,471

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △17 △82

繰延ヘッジ損益 △18 4

為替換算調整勘定 △4,601 △4,208

評価・換算差額等合計 △4,637 △4,286

純資産合計 19,165 20,185

負債純資産合計 39,134 40,355
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 18,000 14,415

売上原価 11,647 9,854

売上総利益 6,352 4,561

販売費及び一般管理費 5,590 5,030

営業利益又は営業損失（△） 762 △468

営業外収益   

受取利息 43 14

受取配当金 4 3

持分法による投資利益 3 －

為替差益 － 26

その他 56 67

営業外収益合計 106 112

営業外費用   

支払利息 12 27

持分法による投資損失 － 7

為替差損 59 －

その他 63 74

営業外費用合計 134 109

経常利益又は経常損失（△） 734 △465

特別利益   

固定資産売却益 4 20

投資有価証券売却益 － 24

貸倒引当金戻入額 8 38

特別利益合計 12 84

特別損失   

固定資産処分損 7 3

投資有価証券評価損 131 75

その他 39 15

特別損失合計 177 93

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（△）

569 △474

法人税等 428 68

四半期純利益又は四半期純損失（△） 141 △543
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年３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（△）

569 △474

減価償却費 440 582

貸倒引当金の増減額（△は減少） △11 △39

賞与引当金の増減額（△は減少） △119 △170

製品保証引当金の増減額（△は減少） △85 △40

退職給付引当金の増減額（△は減少） △113 △46

受取利息及び受取配当金 △47 △18

支払利息 12 27

投資有価証券売却損益（△は益） － △24

投資有価証券評価損益（△は益） 131 75

売上債権の増減額（△は増加） 1,895 1,143

たな卸資産の増減額（△は増加） △461 112

仕入債務の増減額（△は減少） △990 △386

前受金の増減額（△は減少） △121 529

その他 △228 △236

小計 868 1,031

利息及び配当金の受取額 35 17

利息の支払額 △11 △15

法人税等の支払額 △152 △41

営業活動によるキャッシュ・フロー 740 993

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の売却による収入 － 51

有形固定資産の取得による支出 △958 △259

有形固定資産の売却による収入 6 25

無形固定資産の取得による支出 △16 △32

短期貸付けによる支出 △94 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,062 △213

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） 1,049 △110

長期借入れによる収入 － 387

自己株式の取得による支出 △3 △1

配当金の支払額 △399 △124

財務活動によるキャッシュ・フロー 647 152

現金及び現金同等物に係る換算差額 △337 △65

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △12 866

現金及び現金同等物の期首残高 4,208 7,138

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,195 8,004
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

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２四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成21年３月31日） 

 

 

粉体 
関連事業  

(百万円) 

プラスチック
薄膜関連事業

(百万円) 

製菓 
関連事業 

(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 

14,984  2,128 887 18,000 －  18,000 

(2)セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

－  － － － －  － 

計 14,984  2,128 887 18,000 －  18,000 

営業利益又は営業損失
(△) 

1,612  △154 △210 1,247 △484  762 

(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 事業区分の変更 

従来、事業の種類別セグメントの区分につきましては、内部管理上の事業区分を基準として「粉体関連

事業」、「プラスチック薄膜関連事業」、「環境関連事業」及び「製菓関連事業」の４事業に区分して

おりましたが、第１四半期連結会計期間より、「環境関連事業」を「粉体関連事業」に統合し、「粉体

関連事業」、「プラスチック薄膜関連事業」及び「製菓関連事業」の３事業に区分することに変更いた

しました。 

「環境関連事業」は、日本国内において、大気汚染防止装置、製品捕集用集塵装置及び精密空調制御装

置の製造・販売を行っておりますが、製品捕集用集塵装置は粉体関連機器と併せて販売されること、精

密空調制御装置においても粉体関連機器とともに利用されることが多くなってきていることなど、「粉

体関連事業」との結びつきが強くなっております。このような状況におきまして、第１四半期連結会計

期間期初より、国内における製造・販売組織の改組を行い、従来の「粉体システム事業本部」及び「環

境システム事業本部」という機種別組織から、「東京本社営業本部」及び「大阪本社営業本部」の地域

別組織に変更しており、この組織改組を契機に事業区分を変更しております。なお、この改組により労

務費等の営業費用の把握が困難になりましたので、当該セグメント区分の変更による影響額の算定につ

きましては、その影響額の記載を省略しております。 

３ 事業区分及び各事業の主要な製品 

(1) 粉体関連事業・・・・・・・・・粉砕・分級装置、混合・乾燥装置、機能性複合材料、集塵装置 

精密空調設備、集塵用ろ布 

(2) プラスチック薄膜関連事業・・・プラスチック薄膜製造装置 

(3) 製菓関連事業・・・・・・・・・製菓機械 
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当第２四半期連結累計期間（自 平成21年10月１日 至 平成22年３月31日） 

 

 

粉体 
関連事業  

(百万円) 

プラスチック
薄膜関連事業

(百万円) 

製菓 
関連事業 

(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 

11,100 2,348 967 14,415 － 14,415

(2)セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

6 － － 6 △6 －

計 11,107 2,348 967 14,422 △6 14,415

営業利益又は営業損失
(△) 

243 △178 △47 17 △486 △468

(注)１ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 事業区分及び各事業の主要な製品 

(1) 粉体関連事業・・・・・・・・・粉砕・分級装置、混合・乾燥装置、機能性複合材料、集塵装置 

精密空調設備、集塵用ろ布、受託加工 

(2) プラスチック薄膜関連事業・・・プラスチック薄膜製造装置 

(3) 製菓関連事業・・・・・・・・・製菓機械 

３ [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]に記載の通り、第１四半期連結会計

期間から、海外子会社における工事進行基準の適用基準範囲を従来の１契約200千ドル超から１契約500

千ドル超へ変更いたしました。これにより、従来の方法によった場合に比べ、当第２四半期連結累計期

間の売上高は、「粉体関連事業」で３億４千１百万円、「プラスチック薄膜関連事業」で６千３百万円、

「製菓関連事業」で１千２百万円それぞれ減少いたしました。また、営業利益は「粉体関連事業」で１

億８百万円減少、営業損失は「プラスチック薄膜関連事業」で１千２百万円、「製菓関連事業」で４百

万円増加しております。 
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【所在地別セグメント情報】 

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成21年３月31日） 

 

 
日本 

(百万円) 

アメリカ

(百万円)

欧州 

(百万円)

アジア・
その他 

(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 

6,251 1,462 10,244 43 18,000 － 18,000

(2)セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

86 28 698 97 911 △911 －

計 6,337 1,490 10,943 140 18,912 △911 18,000

営業利益又は営業損失
(△) 

996 △62 415 27 1,377 △614 762

(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 

(1) アメリカ・・・・・・・アメリカ合衆国 

(2) 欧州・・・・・・・・・ドイツ、オランダ 

(3) アジア・その他・・・・韓国、中国、マレーシア、インド 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年10月１日 至 平成22年３月31日） 

 

 
日本 

(百万円) 

アメリカ

(百万円)

欧州 

(百万円)

アジア・
その他 

(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 

4,360 2,135 7,787 132 14,415 － 14,415

(2)セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

53 15 632 64 765 △765 －

計 4,414 2,150 8,420 196 15,181 △765 14,415

営業利益又は営業損失
(△) 

294 △168 △112 12 26 △495 △468

(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 

(1) アメリカ・・・・・・・アメリカ合衆国 

(2) 欧州・・・・・・・・・ドイツ、オランダ 

(3) アジア・その他・・・・韓国、中国、マレーシア、インド 

３ [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］に記載の通り、第１四半期連結会

計期間から、海外子会社における工事進行基準の適用基準範囲を従来の１契約200千ドル超から１契約

500千ドル超へ変更いたしました。これにより、従来の方法によった場合に比べ、当第２四半期連結累

計期間の売上高は、「欧州」で３億９千３百万円、「米国」で２千３百万円減少いたしました。また、

営業損失は「欧州」で１億２千万円、「米国」で５百万円増加しております。 
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【海外売上高】 

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成21年３月31日） 

 

 アメリカ 欧州 アジア・その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 1,953 6,941 3,658 12,553

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － 18,000

Ⅲ 連結売上高に占める海外
売上高の割合（％） 

10.8 38.6 20.3 69.7

(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 

(1) アメリカ・・・・・・アメリカ合衆国 

(2) 欧州・・・・・・・・ドイツ、オランダ 

(3) アジア・その他・・・中国、韓国 

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２四半期連結累計期間（自 平成21年10月１日 至 平成22年３月31日） 

 

 アメリカ 欧州 アジア・その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 2,607 5,172 2,662 10,442

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － 14,415

Ⅲ 連結売上高に占める海外
売上高の割合（％） 

18.1 35.9 18.5 72.4

(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 

(1) アメリカ・・・・・・アメリカ合衆国 

(2) 欧州・・・・・・・・ドイツ、オランダ 

(3) アジア・その他・・・中国、韓国 

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 [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]に記載の通り、第１四半期連結会計

期間から、海外子会社における工事進行基準の適用基準範囲を従来の１契約200千ドル超から１契約500

千ドル超へ変更いたしました。これにより、従来の方法によった場合に比べ、当第２四半期連結累計期

間の売上高は、「アメリカ」で１億３百万円、「欧州」で１億８千６百万円、「アジア・その他」で１

億２千７百万円それぞれ減少しております。 

 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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