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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9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 ％

23年3月期第2四半期 60,713 25.2 7,213 302.9 6,812 397.9 4,555 733.1
22年3月期第2四半期 48,508 △29.7 1,790 △73.4 1,368 △80.6 546 △84.9

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2四半期 85.36 85.33
22年3月期第2四半期 10.26 ―

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2四半期 123,378 80,820 63.5 1,466.55
22年3月期 122,670 79,067 62.5 1,438.56

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  78,344百万円 22年3月期  76,678百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  有   

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 ― 10.00 ― 20.00 30.00
23年3月期 ― 20.00
23年3月期 

（予想）
― 25.00 45.00

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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 118,000 9.7 12,500 46.1 12,500 54.0 7,000 56.7 131.10



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（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 

（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） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続の対象外であり、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報告書のレビュー手続は終了していません。 

※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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、（添付資料）３ページ「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】P.３「その他の情報」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） 23年3月期2Q 53,754,477株 22年3月期  53,754,477株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  333,687株 22年3月期  452,137株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 53,372,177株 22年3月期2Q 53,303,962株
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（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のわが国経済は、米国経済の不透明感や急激な為替変動等、依然として厳しい状況 

が続いたものの、輸出が増加するなど、一部に持ち直しの動きが見られました。 

 当社グループの主要顧客であります日系自動車メーカーおよび韓国自動車メーカーの生産の回復で主力の自動車

向け合成樹脂成形品の売上が伸び、中国を始め、韓国、タイなどアジア全般において好調に推移し、また北米、欧

州でも回復が見られました。 

 このような状況のなか、当社グループの当第２四半期連結累計期間の連結売上高は、前年同期比25.2％増の607

億１千３百万円となりました。 

 一方、利益面では、売上高の増加に伴う限界利益増と原価低減とが相俟って当第２四半期連結累計期間の連結営

業利益は前年同期比302.9％増の72億１千３百万円と大幅な増益となり、上期では過去 高となりました。連結経

常利益は前年同期比397.9％増の68億１千２百万円となり、また連結四半期純利益は前年同期比733.1％増の45億５

千５百万円と上期では過去 高となりました。 

  

セグメントの業績は次のとおりであります。   

①合成樹脂成形品事業 

 合成樹脂成形品事業は、国内の輸出増加に支えられ、また中国を始め韓国その他のアジア地域でも好調に推移

し、北米、欧州の回復と相俟って大きく改善されました。この結果、当第２四半期連結累計期間の合成樹脂成形品

事業の売上高は前年同期比36.9％増の529億６千８百万円となりました。営業利益も、販売の増加に伴う利益増と

製造コスト改善が奏効し、前年同期比179.6％増の85億１千万円と過去 高となりました。  

②ベッド及び家具事業 

 ベット及び家具事業は、国内ではホテル向けの売上に伸びが見られなかったものの、アジアでは比較的堅調に推

移し当第２四半期連結累計期間のベッド及び家具事業の売上高は前年同期比2.6％増の66億５千１百万円となりま

した。営業利益につきましては、生産の改善活動や販管費の削減に努めた結果、前年同期比84.8％増の５億６千３

百万円となりました。 

③その他の事業 

 その他の事業は主に新聞及び出版事業であります。昨年まで含まれていた電子関連事業を営む株式会社ニフコア

ドヴァンストテクノロジーが持分法適用会社に移行したことや新聞及び出版事業のメディアの多様化や広告収入減

もあり、当第２四半期連結累計期間のその他の事業の売上高は10億９千３百万円となりました。営業損失は１億８

千万円となりました。 

    

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産・負債及び純資産の状況 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ７億８百万円増加し、1,233億７千８百万円

となりました。この主な増加項目は土地で、技術センター用地の取得などにより11億２千９百万円増加したことに

よるものであります。 

 当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ10億４千５百万円減少し425億５千８百万

円となりました。主な減少要因は、法人税等の支払等により未払法人税等が６億４千３百万円減少したことによる

ものであります。 

 当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ17億５千３百万円増加し808億２千万円

となりました。主な増加要因は、為替換算調整勘定が18億１千万円減少したものの利益剰余金が34億２千７百万円

増加したことによるものであります。 

   

②キャッシュ・フローの状況 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間における営業活動によって得られたキャッシュ・フローは、63億１百万円となりまし

た。これは主に税金等調整前四半期純利益66億１千７百万円、減価償却費27億９千６百万円などの資金増があり、

一方、法人税等の支払額22億８百万円の資金減があっ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） 

 当第２四半期連結累計期間における投資活動に使用されたキャッシュ・フローは、48億２百万円となりました。

これは主に有形固定資産の取得44億６百万円があったこと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） 

 当第２四半期連結累計期間における財務活動に使用されたキャッシュ・フローは、９億３千１百万円となりまし

た。これは主に配当金の支払10億６千６百万円があったことによるものであります。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報



  

 以上の結果、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は、前連結会計年度末に比べて３億円減

少し、338億７百万円となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報  

（通期） 

  

 通期連結業績予想の修正理由 

 主力事業であります自動車向け合成樹脂成形品事業の販売が、中国・韓国を始めとしたアジア地域ならびに北

米、欧州でも好調に推移し当初計画を上回ると見込まれるため、また利益面でも販売増加による利益増ならびに原

価低減活動での効果が見込まれるため、通期の連結業績予想を修正致します。 

  

 （１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。  

  

 （２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①簡便な会計処理 

１ たな卸資産の評価方法 

 たな卸資産の簿価切下げについては、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も

り、簿価切下げを行う方法によっております。 

２ 固定資産の減価償却費の算定方法 

 減価償却の方法として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。 

３ 繰延税金資産及び負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、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た場合に、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っております。 

②特有の会計処理の適用 

税金費用の計上基準等 

 税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引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もり、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しておりま

す。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

 （３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

１ 資産除去債務に関する会計基準の適用 

 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）

を適用しております。 

 これにより営業利益、経常利益がそれぞれ０百万円減少し、税金等調整前四半期純利益が20百万円減少して

おります。 

  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） 

平成22年５月10日発表  
112,000 10,000 9,800 6,000 112 57 

今回修正予想（Ｂ） 118,000 12,500 12,500 7,000 131 10

増減額（Ｂ－Ａ） 6,000 2,500 2,700 1,000 － 

増減率（％） 5.4 25.0 27.6 16.7 －   

（ご参考）前期通期実績 

（平成22年３月期） 
107,505 8,553 8,118 4,468 83 83

２．その他の情報



 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82百万円であり、固定負債の「その他」に含

めております。 

２ 「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 

 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）を適用しております。 

 なお、これらの適用による損益への影響はありません。 

３ 企業結合に関する会計基準等の適用 

 第1四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）、

「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）、「「研究開発費等に係る会

計基準」の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企業

会計基準第7号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年12月26日

公表分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号

平成20年12月26日）を適用しております。 

 なお、これらの適用に伴い、適用初年度の期首において、部分時価評価法により計上されてきた評価差額は

全面時価評価法により計上しており、有形固定資産の「土地」で36百万円、固定負債の「繰延税金負債」で７

百万円、「少数株主持分」で28百万円、それぞれ増加しております。  

  

 （４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。 

   



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２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 36,035 36,966

受取手形及び売掛金 24,535 24,562

有価証券 3,412 3,579

商品及び製品 6,392 6,364

仕掛品 1,330 1,216

原材料及び貯蔵品 2,539 2,445

繰延税金資産 1,093 1,134

未収還付法人税等 － 183

その他 3,078 2,439

貸倒引当金 △75 △75

流動資産合計 78,343 78,817

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 11,951 12,524

機械装置及び運搬具（純額） 4,722 4,743

金型（純額） 2,374 2,495

工具、器具及び備品（純額） 1,834 1,960

土地 13,034 11,904

建設仮勘定 2,331 1,726

その他（純額） 189 206

有形固定資産合計 36,437 35,560

無形固定資産   

のれん 329 424

その他 596 710

無形固定資産合計 926 1,135

投資その他の資産   

投資有価証券 6,244 5,615

繰延税金資産 375 381

その他 1,208 1,185

貸倒引当金 △156 △26

投資その他の資産合計 7,671 7,157

固定資産合計 45,035 43,852

資産合計 123,378 122,670



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 12,420 12,639

短期借入金 － 744

未払金 1,811 2,267

未払法人税等 1,430 2,074

賞与引当金 1,200 1,091

その他 5,607 4,110

流動負債合計 22,471 22,927

固定負債   

社債 15,000 15,000

長期借入金 2,516 3,295

繰延税金負債 529 680

退職給付引当金 1,684 1,449

その他 356 250

固定負債合計 20,087 20,676

負債合計 42,558 43,603

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,290 7,290

資本剰余金 11,651 11,651

利益剰余金 68,450 65,023

自己株式 △783 △1,064

株主資本合計 86,609 82,900

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 131 363

土地再評価差額金 △85 △85

為替換算調整勘定 △8,310 △6,500

評価・換算差額等合計 △8,264 △6,221

少数株主持分 2,476 2,388

純資産合計 80,820 79,067

負債純資産合計 123,378 122,670



（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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 48,508 60,713

売上原価 34,961 40,745

売上総利益 13,547 19,968

販売費及び一般管理費 11,757 12,755

営業利益 1,790 7,213

営業外収益   

受取利息 162 128

持分法による投資利益 － 3

その他 182 184

営業外収益合計 345 317

営業外費用   

支払利息 158 154

為替差損 384 476

持分法による投資損失 164 －

その他 59 87

営業外費用合計 767 718

経常利益 1,368 6,812

特別利益   

固定資産売却益 20 26

有価証券償還益 35 －

その他 1 1

特別利益合計 57 27

特別損失   

投資有価証券評価損 1 －

ゴルフ会員権評価損 43 －

工場移転費用 43 －

貸倒引当金繰入額 － 132

その他 120 89

特別損失合計 209 222

税金等調整前四半期純利益 1,216 6,617

法人税等 571 1,809

少数株主損益調整前四半期純利益 － 4,808

少数株主利益 97 252

四半期純利益 546 4,555



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 26,316 31,285

売上原価 18,617 20,983

売上総利益 7,698 10,301

販売費及び一般管理費 5,909 6,393

営業利益 1,789 3,907

営業外収益   

受取利息 79 67

その他 120 81

営業外収益合計 199 149

営業外費用   

支払利息 85 77

為替差損 326 225

持分法による投資損失 145 55

その他 43 34

営業外費用合計 600 394

経常利益 1,388 3,662

特別利益   

固定資産売却益 18 1

その他 0 0

特別利益合計 18 1

特別損失   

投資有価証券評価損 1 －

ゴルフ会員権評価損 43 －

貸倒引当金繰入額 － 132

その他 76 25

特別損失合計 122 157

税金等調整前四半期純利益 1,285 3,506

法人税等 512 1,000

少数株主損益調整前四半期純利益 － 2,506

少数株主利益 67 114

四半期純利益 705 2,392



（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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９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 1,216 6,617

減価償却費 3,537 2,796

のれん償却額 37 22

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3 134

賞与引当金の増減額（△は減少） △13 108

退職給付引当金の増減額（△は減少） 137 241

受取利息及び受取配当金 △192 △156

支払利息 158 154

為替差損益（△は益） 219 325

持分法による投資損益（△は益） 164 △3

固定資産売却損益（△は益） － △26

有価証券償還損益（△は益） △35 －

投資有価証券評価損益（△は益） 1 －

売上債権の増減額（△は増加） △1,984 △533

たな卸資産の増減額（△は増加） 658 △562

その他の資産の増減額（△は増加） △213 △690

仕入債務の増減額（△は減少） 1,304 23

未払又は未収消費税等の増減額 228 △170

その他の負債の増減額（△は減少） 0 △20

その他 137 251

小計 5,359 8,512

利息及び配当金の受取額 185 154

利息の支払額 △146 △156

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 891 △2,208

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,289 6,301

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 △3,766 △1,455

定期預金の払戻による収入 2,419 2,243

有価証券の取得による支出 △0 △673

有価証券の売却及び償還による収入 537 2,535

固定資産の取得による支出 △4,141 △4,406

固定資産の売却による収入 37 42

投資有価証券の取得による支出 △531 △3,022

投資有価証券の売却による収入 611 6

貸付けによる支出 △8 △25

貸付金の回収による収入 2 24

子会社株式の取得による支出 △9 △1

その他 87 △69

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,761 △4,802



（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

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 1,993 68

短期借入金の返済による支出 △2,579 △85

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △31 △10

長期借入れによる収入 2,882 274

長期借入金の返済による支出 △3 △164

自己株式の売却による収入 0 221

自己株式の取得による支出 △0 △3

配当金の支払額 △1,278 △1,066

少数株主への配当金の支払額 △241 △166

財務活動によるキャッシュ・フロー 740 △931

現金及び現金同等物に係る換算差額 360 △867

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,628 △300

現金及び現金同等物の期首残高 28,711 34,108

現金及び現金同等物の四半期末残高 31,339 33,807



該当事項はありません。 

  

  

  

〔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21年４月１日 至平成21年９月30日） 

  

〔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21年４月１日 至平成21年９月30日）  

  

〔海外売上高〕 

前第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

  

〔セグメント情報〕 

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、取締役会が、経営資源

の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社は、製品の種類・性質により、「合成樹脂成形品事業」、「ベッド及び家具事業」の２つの報告セグメントと

しております。 

 各報告セグメントに属する主要製品・サービスは以下のとおりであります。 

(1）合成樹脂成形品事業…工業用プラスチック・ファスナー、プラスチック精密成形部品等 

(2）ベッド及び家具事業…各種ベッド、リクライニングチェアー等 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
合成樹脂成
形品事業 
（百万円） 

ベッド及び
家具事業 
（百万円） 

新聞及び
出版事業 
（百万円） 

その他の事業
（百万円） 

合計 
（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  38,701 6,481 1,248 2,076  48,508  － 48,508

(2）セグメント間の内部売上高  － 0 8 5  13 (13) －

計  38,701 6,481 1,257 2,081  48,522 (13) 48,508

営業利益又は営業損失(△)  3,044 304 △184 111  3,276 (1,485) 1,790

  
日本 

（百万円） 
アジア

（百万円） 
北米

（百万円） 
欧州

（百万円） 
合計

（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  31,255 11,797 3,336 2,119  48,508  － 48,508

(2）セグメント間の内部売上高  1,805 320 0 0  2,126 (2,126) －

計  33,060 12,118 3,337 2,119  50,635 (2,126) 48,508

営業利益又は営業損失(△)  2,519 1,138 △523 △62  3,070 (1,280) 1,790

  北米 アジア 欧州 その他 合計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  3,410  11,838  2,004  25  17,279

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  －  48,508

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  7.0  24.4  4.1  0.1  35.6



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２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９月30日） 

（注）1. その他には、新聞及び出版事業等を含んでおります。 

  2. セグメント利益又は損失の調整額△1,679百万円は、全社費用△1,744百万円及びセグメント間取引消去65

百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  3. セグメント利益又は損失は、四半期連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。 

  4. 売上高セグメント利益率は、セグメント利益又は損失をセグメントごとの売上高計で除すことにより算出

しております。 

  

（参考情報） 

〔所在地別セグメント情報〕 

当第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９月30日）  

  

〔海外売上高〕 

当第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９月30日） 

  

（追加情報） 

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）

を適用しております。 

  

  

該当事項はありません。  

  （単位：百万円）

  

報告セグメント

その他

（注1）  
調整額 
（注2） 

連結財務諸表

計上額 
（注3）  

合成樹脂

成形品事業 
ベッド及び家

具事業 
計 

売上高             

外部顧客への売上高  52,968  6,651  59,620  1,093  －  60,713

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 0  0  0  33  △34  －

計  52,969  6,651  59,620  1,127  △34  60,713

セグメント利益又は損失（△）  8,510  563  9,073  △180  △1,679  7,213

（参考） 

売上高セグメント利益率（％） 
 16.1  8.5  15.2  △16.0        11.9

  
日本 

（百万円） 
アジア

（百万円） 
北米

（百万円） 
欧州

（百万円） 
合計

（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  33,361 17,801 6,432 3,118  60,713  － 60,713

(2）セグメント間の内部売上高  2,170 1,247 2 0  3,421 (3,421) －

計  35,531 19,049 6,435 3,119  64,135 (3,421) 60,713

営業利益  4,474 3,347 429 280  8,532 (1,319) 7,213

（参考） 

売上高セグメント利益率（％） 
 12.6  17.6  6.7  9.0  13.3        11.9

  北米 アジア 欧州 その他 合計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  6,703  17,869  2,999  39  27,612

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  －  60,713

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  11.0  29.4  4.9  0.1  45.5

（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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