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1.  平成22年10月期第2四半期の連結業績（平成21年11月1日～平成22年4月30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10月期第2四半期 19,571 △1.2 1,647 20.1 1,754 16.9 1,139 36.0
21年10月期第2四半期 19,818 ― 1,371 ― 1,500 ― 837 ―

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10月期第2四半期 114.21 ―
21年10月期第2四半期 83.95 ―

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10月期第2四半期 28,711 18,872 64.7 1,862.51
21年10月期 26,412 17,921 66.8 1,767.97

（参考） 自己資本   22年10月期第2四半期  18,585百万円 21年10月期  17,642百万円

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10月期 ― 0.00 ― 30.00 30.00
22年10月期 ― 0.00
22年10月期 

（予想）
― 35.00 35.00

3.  平成22年10月期の連結業績予想（平成21年11月1日～平成22年10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 39,100 7.7 2,030 28.1 2,100 24.5 1,300 30.9 130.28
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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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(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 
 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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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10月期第2四半期 10,533,200株 21年10月期  10,533,200株
② 期末自己株式数 22年10月期第2四半期  554,418株 21年10月期  554,298株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年10月期第2四半期  9,978,861株 21年10月期第2四半期  9,978,940株
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（１）全 体 業 績 

 当第２四半期連結累計期間のわが国経済は、新興国の需要拡大などを受けた輸出の伸びと経済政策の効

果に支えられ、生産水準が引き続き底堅く推移した他、長く低迷を極めた設備投資についても一部で下げ

止まりを窺がわせる兆しが見受けられました。しかし一方では、所得と雇用者数の伸び悩みやデフレ傾向

が依然として顕著で、景気の自律的な回復に向けた動きが広がるには至りませんでした。 

 こうした状況の下、当社グループの当該四半期末迄における累計の連結売上高は、電子材料分野と合成

樹脂分野などの需給情勢改善から化学工業製品販売事業の水準が伸びを示した反面、機械製造販売事業で

は海外向け大口案件に係る反動減があったため、全体で見ると前年同期を1.2％下回る19,571百万円とな

りました。他方利益の面では、機械製造販売事業についても補修案件の例年を上回る集中などから相対的

に利益率の高い部品・修理売上が増加したため、両事業を合わせた連結営業利益は前年同期比で20.1％増

の1,647百万円となっています。これにデリバティブ評価益の減少があって、同経常利益は1,754百万円と

前年同期比16.9％の伸びとなり、さらに累計の連結四半期純利益は、投資有価証券の売却益が寄与して前

年同期を36.0％上回る1,139百万円に及びました。 

 

（２）機械製造販売事業 

 機械製造販売事業に関しては、前年同期にポーランドの化学工業向け大型遠心機械の出荷があったこと

が影響して、連結売上高が前年同期を17.0％下回る6,272百万円となりましたが、官需向けの部品・修理

売上が順調であったため、連結営業利益は1,047百万円と小幅な減少（△3.3％）に止まりました。官需向

け部品・修理売上の増加は従来通り第２四半期連結会計期間の同売上増によるものですが、当連結累計期

間においてはこの傾向がより強く現れました。 

  

（３）化学工業製品販売事業 

 化学工業製品販売事業では、全般的な需給の改善を背景に電子材料分野や合成樹脂分野、化成品分野を

主体として、海外グループ会社を含めた全体で前年同期対比での増収傾向が明瞭となり、累計の連結売上

高は前年を8.4％上回る13,298百万円となりました。また、その中でも電子材料分野や工業材料分野を中

心に、相対的に付加価値が高い商材の販売が伸びたことから、事業全体の連結営業利益は売上高の増加率

を上回る前年比108.6％増の599百万円となっています。 

  

 

（１）資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四半期連結会計期間末の資産は、現預金や売掛債権を始めとする流動資産の増加を主な要因とし

て、全体で前連結会計年度末（平成21年10月末）の残高を2,298百万円（8.7％）上回る28,711百万円とな

りました。 

 一方負債は、買掛債務や未払法人税等など流動負債の増加を主因として、全体で前連結会計年度末の残

高を1,347百万円（15.9％）上回る9,838百万円となり、また純資産は、利益剰余金の増加などにより前連

結会計年度末対比で951百万円（5.3％）増加して18,872百万円となりました。 

【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

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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これらの結果、当第２四半期連結会計期間末の自己資本比率は、前連結会計年度末と比較して2.1ポイ

ント低下して、64.7％となっています。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて535百万円減

少して3,912百万円となりました。ここに至る当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フロー

の状況とその変動要因は次のとおりです。 

・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が1,933百万円となったことに加えて、仕入債務が704百万円増加したことを

主因として、2,076百万円の収入となりました。 

・投資活動によるキャッシュ・フロー 

 定期預金の預入額2,378百万円や有形固定資産の取得77百万円などが、投資有価証券の売却額217百万円

等を上回ったことから、2,260百万円の支出となりました。 

・財務活動によるキャッシュ・フロー 

 配当金の支払299百万円やグループ会社による長期借入金の返済60百万円を主な要因として、380百万円

の支出となりました。 

  

 

 機械製造販売事業に関しては、第２四半期連結累計期間に補修案件の受注が予想以上に集中したため、

相対的に利益率が高い部品・修理の売上高とそのウエイトが高まり、また一方の化学工業製品販売事業で

も、同累計期間に電子材料分野や工業材料分野を中心に相対的に付加価値が高い商材の販売とそのウエイ

トが計画を超えて高まることとなりました。 

 こうした情勢の変化を踏まえ、当社グループでは去る平成22年５月28日において「業績予想および配当

予想の修正に関するお知らせ」により、平成21年12月10日に公表した平成22年10月期に係る第２四半期累

計期間と通期の業績予想を修正致しました。 

 既にこの中で発表しましたとおり、平成22年10月期通期の連結売上高は当初予想を400百万円下回る

39,100百万円となる一方で、同営業利益はこれを300百万円上回る2,030百万円、また同経常利益もこれを

350百万円上回る2,100百万円、さらに同当期純利益についてはこれを200百万円上回る1,300百万円になる

と見込まれます。 

 尚、上記の業績予想に関する記述は、現時点において当社が入手している情報及び合理的であると判断

する前提に基づいており、実際の業績等は、内外の景気動向や需給バランス他様々な要因の変化により、

これとは異なったものとなる可能性があります。 

  
  

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)
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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の額を期間按分する方法によっ

ております。 

  

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）を当第１四半期連結会計期間より適用

し、当第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第２四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、当第２四半期連結累計期間においては工事進行基準の適用要件を満たす工事契約が存在しない

ため、損益及びセグメント情報に与える影響はありません。 

  

(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

(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２四半期連結会計期間末
(平成22年４月30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10月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,290,956 4,447,793

受取手形及び売掛金 12,366,647 11,995,465

商品及び製品 3,045,068 2,591,153

仕掛品 761,255 914,572

原材料及び貯蔵品 648,891 787,926

繰延税金資産 430,438 398,437

その他 208,604 356,812

貸倒引当金 △21,884 △34,896

流動資産合計 23,729,977 21,457,266

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 2,526,503 2,522,652

減価償却累計額 △1,479,234 △1,433,070

建物及び構築物（純額） 1,047,268 1,089,581

機械装置及び運搬具 3,491,522 3,400,759

減価償却累計額 △2,588,815 △2,482,626

機械装置及び運搬具（純額） 902,706 918,132

土地 970,253 970,253

リース資産 79,115 88,451

減価償却累計額 △30,907 △29,614

リース資産（純額） 48,207 58,837

その他 974,916 956,862

減価償却累計額 △888,805 △869,884

その他（純額） 86,111 86,978

有形固定資産合計 3,054,547 3,123,783

無形固定資産 49,405 48,713

投資その他の資産

投資有価証券 933,841 903,416

差入保証金 417,466 410,359

繰延税金資産 55,688 53,522

その他 542,629 506,668

貸倒引当金 △72,348 △91,282

投資その他の資産合計 1,877,278 1,782,685

固定資産合計 4,981,231 4,955,182

資産合計 28,711,208 26,412,448
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年４月30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10月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 6,181,760 5,430,683

短期借入金 651,407 692,481

リース債務 27,276 28,107

未払金 407,604 427,104

未払法人税等 794,546 53,760

前受金 288,287 243,984

賞与引当金 706,799 791,939

役員賞与引当金 32,243 48,470

製品補償損失引当金 138,431 154,997

その他 249,495 294,512

流動負債合計 9,477,852 8,166,042

固定負債

リース債務 33,272 46,686

退職給付引当金 34,421 29,034

役員退職慰労引当金 142,760 142,760

繰延税金負債 120,379 50,901

デリバティブ債務 29,582 55,478

固定負債合計 360,416 324,861

負債合計 9,838,269 8,490,904

純資産の部

株主資本

資本金 1,061,210 1,061,210

資本剰余金 1,483,410 1,483,410

利益剰余金 16,397,851 15,557,577

自己株式 △363,194 △363,045

株主資本合計 18,579,277 17,739,152

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 137,743 77,749

繰延ヘッジ損益 1,632 △712

為替換算調整勘定 △133,050 △173,790

評価・換算差額等合計 6,326 △96,753

少数株主持分 287,335 279,145

純資産合計 18,872,938 17,921,544

負債純資産合計 28,711,208 26,412,448
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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：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成20年11月１日
至 平成21年４月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年11月１日
至 平成22年４月30日)

売上高 19,818,148 19,571,236

売上原価 15,454,767 14,945,389

売上総利益 4,363,381 4,625,846

販売費及び一般管理費 2,991,825 2,978,745

営業利益 1,371,556 1,647,100

営業外収益

受取利息 1,194 2,182

受取配当金 7,507 5,383

受取賃貸料 12,605 10,512

為替差益 43,245 55,820

デリバティブ評価益 69,138 31,534

その他 29,429 22,233

営業外収益合計 163,121 127,666

営業外費用

支払利息 14,231 4,508

手形売却損 3,848 40

支払手数料 8,463 8,871

その他 7,493 6,812

営業外費用合計 34,035 20,233

経常利益 1,500,642 1,754,534

特別利益

投資有価証券売却益 － 159,212

貸倒引当金戻入額 44,878 30,335

特別利益合計 44,878 189,548

特別損失

固定資産除却損 2,890 297

固定資産売却損 113 －

投資有価証券売却損 5,948 －

投資有価証券評価損 84,818 10,190

貸倒引当金繰入額 304 －

特別損失合計 94,075 10,488

税金等調整前四半期純利益 1,451,445 1,933,594

法人税、住民税及び事業税 365,484 784,037

法人税等調整額 237,106 3,432

法人税等合計 602,591 787,470

少数株主利益 11,100 6,482

四半期純利益 837,753 1,139,640
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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２四半期連結累計期間
(自 平成20年11月１日
至 平成21年４月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年11月１日
至 平成22年４月30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 1,451,445 1,933,594

減価償却費 264,793 189,053

賞与引当金の増減額（△は減少） △522,633 △85,932

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △44,865 △16,227

製品補償損失引当金の増減額（△は減少） △40,430 △16,566

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,517 5,343

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △115,020 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △64,294 △31,946

投資有価証券評価損益（△は益） 84,818 10,190

受取利息及び受取配当金 △8,701 △7,566

支払利息 14,231 4,508

為替差損益（△は益） 1,657 △6,395

固定資産除却損 2,890 297

固定資産除売却損益（△は益） 113 －

投資有価証券売却損益（△は益） 5,948 △159,212

デリバティブ評価損益（△は益） △69,138 △31,534

売上債権の増減額（△は増加） 3,342,750 △316,695

たな卸資産の増減額（△は増加） 716,080 △133,281

仕入債務の増減額（△は減少） △1,259,372 704,622

未払金の増減額（△は減少） △107,782 △47,096

前受金の増減額（△は減少） 14,909 42,544

未払消費税等の増減額（△は減少） 117,546 △18,918

その他 201,697 △97,639

小計 3,993,161 1,921,141

利息及び配当金の受取額 8,535 5,823

利息の支払額 △36,605 △11,647

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △647,761 161,378

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,317,330 2,076,695

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 － △2,378,526

定期預金の払戻による収入 100,000 －

有形固定資産の売却による収入 238 －

有形固定資産の取得による支出 △202,877 △77,511

無形固定資産の取得による支出 － △6,050

投資有価証券の売却による収入 5,339 217,345

投資有価証券の取得による支出 △7,937 △7,566

貸付金の回収による収入 7,862 1,514

貸付けによる支出 △800 △1,875

差入保証金の増減額（△は増加） 63,251 △6,589

その他 12,290 △1,438

投資活動によるキャッシュ・フロー △22,633 △2,260,698
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(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成20年11月１日
至 平成21年４月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年11月１日
至 平成22年４月30日)

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） △239,533 －

リース債務の返済による支出 △21,518 △14,244

長期借入金の返済による支出 △115,000 △60,000

自己株式の取得による支出 △42 △148

配当金の支払額 △349,263 △299,367

少数株主への配当金の支払額 △7,315 △6,740

財務活動によるキャッシュ・フロー △732,672 △380,500

現金及び現金同等物に係る換算差額 △25,623 29,140

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,536,400 △535,363

現金及び現金同等物の期首残高 1,711,434 4,447,793

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,247,835 3,912,430
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該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間(自 平成20年11月１日 至 平成21年４月30日) 

  

 
(注) 1.事業区分は、売上集計区分によっております。 

2.各事業の主な製・商品 

(1)機械製造販売・・・・・各種分離機、その他の機械 

(2)化学工業製品販売・・・合成樹脂、工業材料、その他の化学品 

3.会計処理基準に関する事項の変更 

(1)棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号)を当第１四半期連結会計期間から適用

し、評価基準については、原価法から原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)に変更してお

ります。なお、この変更がセグメント情報に与える影響は軽微であります。 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計

処理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号)及び「リース

取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号)を当第１四半期連結会計期間か

ら早期適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。なお、この変更が

セグメント情報に与える影響は軽微であります。 

(3)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の適用 

 「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)を当第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な修正を行っております。なお、こ

の変更がセグメント情報に与える影響は軽微であります。 

4.当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正を契機として資産の利用状況等を見直した結果、機

械装置の耐用年数を変更しております。なお、この変更がセグメント情報に与える影響は軽微であ

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】

機械製造販売 
(千円)

化学工業製品販売
(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

7,554,233 12,263,915 19,818,148 ― 19,818,148

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 7,554,233 12,263,915 19,818,148 ― 19,818,148

営業利益 1,084,294 287,262 1,371,556 ― 1,371,556

(2)リース取引に関する会計基準の早期適用
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当第２四半期連結累計期間(自 平成21年11月１日 至 平成22年４月30日) 

  

 
(注) 1.事業区分は、売上集計区分によっております。 

2.各事業の主な製・商品 

(1)機械製造販売・・・・・各種分離機、その他の機械 

(2)化学工業製品販売・・・合成樹脂、工業材料、その他の化学品 

  

機械製造販売 
(千円)

化学工業製品販売
(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

6,272,573 13,298,663 19,571,236 ― 19,571,236

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 6,272,573 13,298,663 19,571,236 ― 19,571,236

営業利益 1,047,988 599,112 1,647,100 ― 1,647,100
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前第２四半期連結累計期間(自 平成20年11月１日 至 平成21年４月30日) 

  

 
(注) 1.国または地域の区分は、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または地域 

 アジア・・・中国・韓国・インドネシア 

3.会計処理基準に関する事項の変更 

(1)棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号)を当第１四半期連結会計期間から適用

し、評価基準については、原価法から原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)に変更してお

ります。なお、この変更がセグメント情報に与える影響は軽微であります。 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計

処理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号)及び「リース

取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号)を当第１四半期連結会計期間か

ら早期適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。なお、この変更が

セグメント情報に与える影響は軽微であります。 

(3)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の適用 

 「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)を当第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な修正を行っております。なお、こ

の変更がセグメント情報に与える影響は軽微であります。 

4.当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正を契機として資産の利用状況等を見直した結果、機

械装置の耐用年数を変更しております。なお、この変更がセグメント情報に与える影響は軽微であ

ります。 

  

【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

18,131,515 1,686,632 19,818,148 ― 19,818,148

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

173,058 59,427 232,485 (232,485) ―

計 18,304,574 1,746,060 20,050,634 (232,485) 19,818,148

営業利益(又は営業損失) 1,386,720 △14,136 1,372,584 (1,028) 1,371,556

(2)リース取引に関する会計基準の早期適用
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当第２四半期連結累計期間(自 平成21年11月１日 至 平成22年４月30日) 

  

 
(注) 1.国または地域の区分は、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または地域 

 アジア・・・中国・韓国・インドネシア 

  

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

18,024,984 1,546,251 19,571,236 ― 19,571,236

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

200,345 88,388 288,734 (288,734) ―

計 18,225,330 1,634,639 19,859,970 (288,734) 19,571,236

営業利益 1,632,071 15,426 1,647,498 (397) 1,647,100
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前第２四半期連結累計期間(自 平成20年11月１日 至 平成21年４月30日) 

  

 
(注) 1.国または地域の区分は、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または地域 

(1)アジア・・・・・・中国・韓国・台湾・インドネシア 

(2)その他の地域・・・アメリカ・ヨーロッパ 

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11月１日 至 平成22年４月30日) 

  

 
(注) 1.国または地域の区分は、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または地域 

(1)アジア・・・・・・中国・韓国・台湾・インドネシア 

(2)その他の地域・・・アメリカ・ヨーロッパ 

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】

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 4,119,685 1,432,434 5,552,119

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 19,818,148

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

20.8 7.2 28.0

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 3,205,719 295,046 3,500,765

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 19,571,236

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

16.4 1.5 17.9

(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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