
 

  

 

 

   

 

 
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無 
四半期決算説明会開催の有無    ： 無 

 

   

 

 
  

 
  

   

 

 
  

  

 
(注) 当四半期における配当予想の修正有無 ： 無 

  

 

 
(注) 当四半期における業績予想の修正有無 ： 無 

平成23年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成22年７月30日
上 場 会 社 名 テイ・エス テック株式会社 上場取引所 東

コ ー ド 番 号 7313 URL http://www.tstech.co.jp

代  表  者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 古明地 利雄
問合せ先責任者 (役職名) ＣＳＲ室広報課長 (氏名) 栩原 尚志 TEL  048－462－1121

四半期報告書提出予定日 平成22年８月６日 配当支払開始予定日   ─

(百万円未満切捨て)

１. 平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日）

 (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 ％

23年３月期第１四半期 91,444 39.4 5,151 ─ 5,159 ─ 2,287 306.2

22年３月期第１四半期 65,575 △40.4 △613 ─ △109 ─ 563 △80.6

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

23年３月期第１四半期 33 .64 ─

22年３月期第１四半期 8 .28 ─

 (２) 連結財政状態

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

23年３月期第１四半期 176,688 105,560 53.0 1,377 .17

   22年３月期 178,272 105,489 52.8 1,383 .95

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 93,645百万円           22年３月期 94,106百万円

２. 配当の状況

年間配当金

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

22年３月期 ─ 9 .00 ─ 11 .00 20 .00

23年３月期 ─

23年３月期(予想) 11 .00 ─ 11 .00 22 .00

３. 平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日）
(％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

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

第２四半期(累計) 184,500 31.7 8,800 892.7 9,600 457.2 5,000 318.7 73 .53

通期 366,600 15.3 17,500 82.3 19,000 66.1 10,200 61.2 150 .00

s23433
コーポレートマーク

s23433
財務会計基準機構（日本語）



 

 
（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

(４) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

  

この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了
しておりません。 

業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社の経営者が判断した予想であり、リスク
や不確実性を含んでおります。従いまして、これらの業績予想のみに全面的に依拠して投資判断を下すこ
とは控えるようお願いいたします。実際の業績は、様々な重要な要素により、これらの業績予想とは、大
きく異なる結果となり得ることを、ご承知おきください。業績予想の前提となる仮定等については、添付
資料３ページ「(３) 連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

４. その他（詳細は、添付資料４ページ「２．その他の情報」をご覧ください。）

(１) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

  新規 ― 社 (            )  除外 ― 社 (            )

 （注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。

(２) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

 （注）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の有無となります。

(３) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 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) 23年３月期１Ｑ 68,000,000株 22年３月期 68,000,000株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 1,546株 22年３月期 1,526株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 67,998,456株 22年３月期１Ｑ 67,998,630株

(※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示)

(※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項)
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当第１四半期連結会計期間（平成22年４月１日～平成22年６月30日）における世界経済は、欧州を中

心とする金融市場の混乱の影響はあるものの、各国政府による景気刺激策の効果もあり、総じて緩やか

な景気回復を示しました。  

 当グループが関連する自動車業界の新車販売台数は、依然として先行きの不透明な状況が続いており

ますが、当第１四半期におきましては、中国やアジア諸国を中心に世界各地域において総じて堅調な回

復を示しました。 

このような状況の中、当グループは、 終年度を迎えた第10次中期経営計画の完遂を目指して、引続

き各種施策の展開と、連結収益体質の強化に向けた取組みを進めてきました。 

当第１四半期連結会計期間の売上高は、為替換算上の影響はあるものの、世界各地域において総じて

主要客先からの受注が増加したことから、914億44百万円と前年同四半期に比べ258億68百万円

（39.4％）の増収となりました。利益面では、増収に伴う利益の増加に加え、原価低減効果等もあり、

営業利益は51億51百万円（前年同四半期は６億13百万円の営業損失）、経常利益は51億59百万円（前年

同四半期は１億９百万円の経常損失）、四半期純利益は22億87百万円と前年同四半期に比べ17億24百万

円（306.2％）の増益となりました。 

  

なお、セグメント別の業績は次のとおりです。 

（日本） 

主要客先からの受注の増加及び海外向け日本供給部品売上の増加等により、売上高は322億６百万円

と前年同四半期に比べ93億52百万円（40.9％）の増収となりました。利益面では、増収に伴う利益の増

加に加え、原価低減効果等もあり、営業利益は16億96百万円（前年同四半期は７億29百万円の営業損

失）となりました。 

（米州） 

北米における為替換算上の影響はあるものの、主要客先からの受注の増加により、売上高は357億23

百万円と前年同四半期に比べ83億95百万円（30.7％）の増収となりました。利益面では、受注の増加に

伴う諸経費の増加はあるものの、北米における利益改善施策の効果等もあり、営業利益は５億46百万円

（前年同四半期は７億15百万円の営業損失）となりました。 

（中国） 

為替換算上の影響はあるものの、主要客先からの受注の増加により、売上高は188億79百万円と前年

同四半期に比べ53億14百万円（39.2％）の増収となりました。利益面では、受注の増加に伴う諸経費の

増加はあるものの、増収に伴う利益の増加に加え、原価低減効果等もあり、営業利益は29億22百万円と

前年同四半期に比べ15億37百万円（111.0％）の増益となりました。 

（アジア・ＵＫ） 

アジア地域における主要客先からの受注が総じて増加したことや、前年同四半期では生産を休止して

いたイギリス子会社が当第１四半期においては正常稼動していること等もあり、売上高は115億26百万

円と前年同四半期に比べ57億14百万円（98.3％）の増収となりました。利益面では、増収に伴う利益の

増加や、イギリス子会社における利益改善施策の効果等により、12億15百万円と前年同四半期と比べ10

億90百万円（870.0％）の増益となりました。 

  

１. 連結業績等に関する定性的情報

(１) 連結経営成績に関する定性的情報
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また、事業別の売上高につきましては、二輪事業では、国内市場における需要の伸び悩みに伴う受注

減少等により13億47百万円と前年同四半期に比べ１億48百万円（9.9％）の減収となりました。  

 四輪事業では、世界各地域で主要客先からの受注が総じて増加したこと等により893億31百万円と前

年同四半期に比べ257億12百万円（40.4％）の増収となりました。主力製品の四輪車用シートの売上高

は、747億78百万円と前年同四半期に比べ218億87百万円（41.4％）の増収となりました。また、ドアト

リム及びルーフトリムなどの内装品等の売上高は、145億53百万円と前年同四半期に比べ38億25百万円

（35.7％）の増収となりました。  

 その他の事業の売上高は、７億65百万円と前年同四半期に比べ３億４百万円（66.0％）の増収となり

ました。  

  
(注)当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」を適用しており、セグメント

の区分を従来から変更しております。よって、セグメント別の業績における前年同四半期比較については、前

第１四半期連結会計期間の数値を変更後の区分に組替え、参考として記載しております。 

  

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、1,766億88百万円と前連結会計年度末に比べ15億84

百万円（0.9％）の減少となりました。流動資産については、1,108億16百万円と前連結会計年度末に比

べ25億26百万円（2.3％）の増加となりました。これは、前連結会計年度末における売上債権の回収に

より受取手形及び売掛金が60億11百万円減少したものの、現金及び預金が85億１百万円増加したことが

主な要因です。固定資産については、658億71百万円と前連結会計年度末に比べ41億10百万円（5.9％）

の減少となりました。これは、時価評価に伴う投資有価証券の減少等により、投資その他の資産が33億

95百万円減少したことが主な要因です。  

 当第１四半期連結会計期間末における負債合計は、711億28百万円と前連結会計年度末に比べ16億54

百万円（2.3％）の減少となりました。これは、短期借入金が18億83百万円増加したものの、主に北米

において前第４四半期連結会計期間に比べ仕入高が減少したことに伴い、支払手形及び買掛金が18億56

百万円減少したこと、及び投資有価証券の時価評価等に伴い長期繰延税金負債が15億26百万円減少した

ことが主な要因です。  

 当第１四半期連結会計期間末における純資産は、1,055億60百万円と前連結会計年度末に比べ

70百万円（0.1％）の増加となりました。これは、時価評価に伴う投資有価証券の減少により、その他

有価証券評価差額金が16億30百万円減少したものの、利益剰余金が15億15百万円増加したこと及び少数

株主持分が５億31百万円増加したことが主な要因です。  

  

当グループを取巻く事業環境としましては、原材料価格の動向に加え、自動車需要刺激策の打切りに

よる新車販売台数の反動減や、為替相場における円の高止まりなどが懸念され、依然として先行きの不

透明な状況が予想されますが、当第１四半期連結会計期間の実績を踏まえ、現時点における連結業績予

想につきましては平成22年４月28日公表の連結業績予想を変更しておりません。 

(２) 連結財政状態に関する定性的情報

(３) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当する事項はありません。 

  

１．棚卸資産の評価方法 

当第１四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います。  

 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額

を見積り、簿価切下げを行う方法によっています。 

  

２．原価差異の配賦方法 

予定価格等を適用しているために原価差異が生じた場合、当該原価差異の棚卸資産と売上原価への

配賦を年度決算と比較して簡便的に実施する方法によっています。 

  

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

る方法によっています。 

  

４．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

る方法によっています。  

 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ため、前連結会計年度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っています。 

  

５．税金費用の計算 

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整前当期純利益に

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に当該見積実効税

率を乗じて計算しています。  

 なお、法人税等調整額は、「法人税、住民税及び事業税」に含めて表示しています。 

２. その他の情報

(１) 重要な子会社の異動の概要（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特有の会計処理の概要
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１.「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」 

  の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３

月10日公表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号

平成20年３月10日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っています。  

 これにより、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ40百万円減少し、また利益剰余

金は23百万円減少しています。    

  

２.「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成

20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号

平成20年３月31日）を適用しています。 

 これにより、営業利益及び経常利益は、それぞれ３百万円減少し、税金等調整前四半期純利益は、

１億８百万円減少しています。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は１億69

百万円です。    

  

３.「表示方法の変更」 

  （四半期連結損益計算書関係） 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸

表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内

閣府令第５号）の適用に伴い、当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利

益」の科目を表示しています。 

(３) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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３. 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１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 29,702 21,201

受取手形及び売掛金 52,819 58,830

商品及び製品 3,120 2,878

仕掛品 1,438 1,369

原材料及び貯蔵品 15,494 15,847

その他 8,498 8,222

貸倒引当金 △256 △61

流動資産合計 110,816 108,289

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 17,931 18,447

機械装置及び運搬具（純額） 13,869 14,679

その他（純額） 16,628 15,949

有形固定資産合計 48,430 49,076

無形固定資産 1,503 1,572

投資その他の資産 15,938 19,333

固定資産合計 65,871 69,982

資産合計 176,688 178,272

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 40,220 42,076

短期借入金 8,198 6,315

1年内返済予定の長期借入金 175 185

未払法人税等 1,295 872

引当金 767 1,593

その他 9,755 9,040

流動負債合計 60,413 60,085

固定負債   

長期借入金 2,718 2,870

引当金 348 405

その他 7,649 9,422

固定負債合計 10,715 12,697

負債合計 71,128 72,782
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,700 4,700

資本剰余金 5,163 5,163

利益剰余金 87,744 86,229

自己株式 △3 △3

株主資本合計 97,605 96,089

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,214 6,844

為替換算調整勘定 △9,173 △8,827

評価・換算差額等合計 △3,959 △1,983

少数株主持分 11,914 11,382

純資産合計 105,560 105,489

負債純資産合計 176,688 178,272
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（２）四半期連結損益計算書 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 65,575 91,444

売上原価 61,530 80,907

売上総利益 4,044 10,537

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 599 1,019

給料及び手当 1,866 2,144

その他 2,191 2,222

販売費及び一般管理費合計 4,657 5,385

営業利益又は営業損失（△） △613 5,151

営業外収益   

受取利息 77 87

受取配当金 33 48

持分法による投資利益 114 110

為替差益 188 －

その他 147 128

営業外収益合計 561 374

営業外費用   

支払利息 56 41

為替差損 － 312

その他 1 12

営業外費用合計 58 365

経常利益又は経常損失（△） △109 5,159

特別利益   

固定資産売却益 10 62

貸倒引当金戻入額 201 41

その他 0 0

特別利益合計 211 103

特別損失   

固定資産売却損 8 1

固定資産除却損 21 82

減損損失 9 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 105

その他 － 1

特別損失合計 38 191

税金等調整前四半期純利益 63 5,071

法人税、住民税及び事業税 386 1,449

法人税等還付税額 △1,570 －

法人税等合計 △1,184 1,449

少数株主損益調整前四半期純利益 － 3,622

少数株主利益 685 1,335

四半期純利益 563 2,287
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６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 63 5,071

減価償却費 2,514 2,337

減損損失 9 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 105

引当金の増減額（△は減少） △860 △884

受取利息及び受取配当金 △110 △135

支払利息 56 41

持分法による投資損益（△は益） △114 △110

有形固定資産売却損益（△は益） △1 △60

有形固定資産除却損 21 82

売上債権の増減額（△は増加） 4,385 5,670

たな卸資産の増減額（△は増加） 773 △421

仕入債務の増減額（△は減少） △4,379 △1,918

その他 1,274 961

小計 3,631 10,739

利息及び配当金の受取額 131 152

利息の支払額 △60 △40

法人税等の支払額 △454 △803

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,248 10,046

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 △1,864 △2,971

定期預金の払戻による収入 － 2,097

有形固定資産の取得による支出 △2,572 △2,776

有形固定資産の売却による収入 20 207

その他 △247 12

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,664 △3,430

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） △1,656 2,635

長期借入れによる収入 2,434 －

配当金の支払額 △747 △747

少数株主への配当金の支払額 △800 △1,161

その他 △163 △228

財務活動によるキャッシュ・フロー △935 497

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,109 310

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,242 7,424

現金及び現金同等物の期首残高 19,547 16,194

現金及び現金同等物の四半期末残高 18,305 23,618
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当第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 

 該当する事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 
  

当社及び連結子会社は、四輪車用シート及び四輪車用内装品、二輪車用シート及び二輪車用附属用品

等の製造を行っています。 

全セグメントの売上高の合計及び営業利益の合計額に占める四輪事業の割合がいずれも90％を超えて

いるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しています。 

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 
  

 
(注) １  国又は地域の区分は、地域的近接度によっています。 

２  本邦以外の区分に属する国又は地域 

  （１）北米………………アメリカ・カナダ・メキシコ 

  （２）中国………………中国・香港 

  （３）その他の地域……タイ・フィリピン・インド・イギリス・インドネシア・ブラジル 
  

前第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 
  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地域的近接度によっています。 

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・カナダ・メキシコ 

  （２）中国……………中国・香港 

  （３）その他の地域…タイ・フィリピン・インド・イギリス・インドネシア・ブラジル 

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。 

(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
(百万円)

北米 
(百万円)

中国
（百万円）

その他の地域
(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

18,945 24,651 13,491 8,486 65,575 ― 65,575

(２)セグメント間 
  の内部売上高 
  又は振替高

3,908 ─ 73 1 3,983 （3,983) ―

計 22,854 24,651 13,564 8,488 69,559 (3,983) 65,575

営業利益又は営業損
失(△)

△729 △1,068 1,385 477 65 (678) △613

【海外売上高】

北米 中国 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 24,670 13,525 8,580 46,776

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― 65,575

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

37.6 20.6 13.1 71.3
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 （追加情報） 

      当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準  

  第17号 平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企 

  業会計基準適用指針第20号 平成20年３月21日）を適用しています。 
  
 ① 報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、経営資源の

配分の決定及び業績を評価するために、毎月取締役会へ報告されているものです。  

 当社は、日本をグローバルマザーとして、「米州（アメリカ・カナダ・メキシコ・ブラジル）」、

「中国（中国・香港）」、「アジア・ＵＫ（タイ・フィリピン・インド・インドネシア・イギリス）」

の各地域で構成される地域統括体制を敷いています。各地域には統括責任者がおかれ、各地域の取締役

等で構成される地域経営会議にて全般的業務に関する方針・計画及び統制等を審議し、事業活動を展開

しています。  

 したがって、当社は「日本」、「米州」、「中国」、「アジア・ＵＫ」の４つの地域別のセグメント

を報告セグメントとしています。  

 各報告セグメントに属する製品として、「日本」、「米州」、「アジア・ＵＫ」は、主に四輪車用シ

ート及び内装品等、二輪車用シート及び樹脂部品等の製造販売を行っています。「中国」は、主に四輪

車用シート及び内装品等の製造販売を行っています。 

  

【セグメント情報】
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  ② 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 当第１四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日) 

 
(注) １ セグメント利益の調整額△1,229百万円には、セグメント間取引消去△130百万円、親会社の本社管理部 

  門にかかる配賦不能営業費用△905百万円が含まれています。 

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。 

      ３  なお、前第１四半期連結累計期間における報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する 

  情報は次のとおりです。 
  

  前第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 
 

  

  ③ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

    該当する事項はありません。 

  

該当する事項はありません。 

  

(単位：百万円)

報告セグメント
調整額 
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）２日本 米州 中国

アジア
・ＵＫ

計

売上高

  外部顧客に対する 
  売上高

25,779 35,721 18,423 11,519 91,444 ─ 91,444

  セグメント間の内 
 部売上高及び振替高

6,427 1 456 6 6,892 △6,892 ─

計 32,206 35,723 18,879 11,526 98,336 △6,892 91,444

セグメント利益 1,696 546 2,922 1,215 6,380 △1,229 5,151

(単位：百万円)

報告セグメント

調整額
四半期連結
損益計算書
計上額日本 米州 中国

アジア
・ＵＫ

計

売上高

 外部顧客に対する 
 売上高

18,945 27,328 13,491 5,810 65,575 ─ 65,575

 セグメント間の内 
 部売上高及び振替高

3,908 ─ 73 1 3,983 △3,983 ─

計 22,854 27,328 13,564 5,812 69,559 △3,983 65,575

セグメント利益又は
損失（△）

△729 △715 1,385 125 65 △678 △613

(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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(ご参考) 

当社は、当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」を適用したこと

に伴い、新たな報告セグメントによる業績開示をおこなっております。 

 なお、当社ホームページにおいて平成22年４月28日付にてお知らせしております「2010年３月期 決算

説明会資料」における「2011年３月期 地域別業績見通し」の数値を、新たな報告セグメントに準じて置

換えると、以下のとおりとなります。 

  

 
   (注) １ 連結消去前の数値です。 

       ２ 平成22年４月28日公表の2011年３月期連結業績予想値に変更はありません。 

４. 補足情報

売上高（百万円） 営業利益（百万円）

日  本 122,220 3,460

米  州 148,320 4,610

中  国 79,240 9,970

アジア・ＵＫ 43,310 3,340
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