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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 37,758 10.8 △1,055 ― △2,047 ― △1,830 ―

22年3月期第2四半期 34,078 △44.7 △3,749 ― △3,938 ― △4,289 ―

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 △27.39 ―

22年3月期第2四半期 △64.19 ―

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 165,553 128,832 77.8 1,928.01
22年3月期 174,409 132,244 75.8 1,979.06

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  128,832百万円 22年3月期  132,244百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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 ― 10.00 20.00
23年3月期 ― 10.00

23年3月期 
（予想）

― 10.00 20.00

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  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 76,000 10.6 △2,500 ― △3,800 ― △3,500 ― △52.38



(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、四半期財務諸表に
対する四半期レビュー手続が実施中です。 

※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予想は、現時点で入手可能な情報に基づき作成した見通しであります。実際の業績は、経済情
勢、市場の動向、為替の変動等様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 
 なお、連結業績予想に関する定性的情報は、四半期決算短信（添付資料）4ページの「１．当四半期の連結業績等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」をご参照ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.5「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 68,292,340株 22年3月期  68,292,340株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  1,470,759株 22年3月期  1,470,497株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 66,821,749株 22年3月期2Q 66,825,460株
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１．当四半期の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 

当第２四半期連結累計期間の売上高は、前年同期比10.8％増加の37,758百万円となりました。地域別連

結売上高の概況は次の通りであります。 

なお、当第１四半期より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」の改正にともない、地域別連結

売上高の概況の記載上の区分を見直し、当社が市場の動向を把握する上で用いている区分へ変更いたしま

した。 

 

地域別連結売上高の概況 

（単位：百万円） 

 

 

（参考情報） 

前第２四半期 

連結累計期間 

(21.4.1～21.9.30) 

当第２四半期 

連結累計期間 

(22.4.1～22.9.30) 

（参考情報） 

増減率（％） 

売上高 34,078 37,758 10.8％

日本 10,855 12,156 12.0％

北米 4,017 2,873 △28.5％

欧州 11,129 7,467 △32.9％

中華圏 5,402 10,017 85.4％

内訳 

その他地域 2,673 5,243 96.2％

 

世界経済は、世界同時不況からの 悪期は脱したものの、先進国の需要不足を新興国の経済成長が補う

にはいたらず、景気回復の基調は緩慢かつ脆弱な状態が続きました。また、ギリシャ危機以降進行した一

層の円高によって、当社グループを含む日本の輸出メーカーは、海外でより厳しい価格競争にさらされる

状況となりました。 

 

日本では、景気全体が回復基調にある中でも、印刷需要はいまだ先行き不透明であり、設備投資への慎

重さは継続しました。このような状況下にもかかわらず、当社では前期後半から市場投入した新乾燥シス

テム「H(ハイブリッド)-UVシステム」搭載機種が、順調に受注・売上に結びつき始めたことで、売上高

は、オフセット輪転機の需要減がある中、前年同期比12.0％増加の12,156百万円となりました。 

 

北米でも、景気回復は安定さを欠き、印刷需要の回復も見通せないため、印刷産業では設備投資への慎

重姿勢が続きました。このような状況下で、売上高は前年同期比28.5％減少の2,873百万円となりました。 

 

欧州のうち、成熟市場の西欧先進諸国では、印刷産業の設備投資意欲は日本、北米と同様全般的に低調

でした。中・東欧及び周辺諸国では、設備投資のファイナンスが困難な状態が続きました。国際印刷機材

展「IPEX2010」が英国バーミンガムで５月に開催されたことにより、一部地域では受注の刺激効果が見ら

れましたが、売上高は、欧州全体では前年同期比32.9％減少の7,467百万円となりました。 

 

中国、香港、台湾を合わせた中華圏では、中国政府の景気振興策と好調な内需を背景として、中国での

商談が全国的に活発化しており、受注と売上は明確な回復傾向を示しました。その結果、売上高は前年同

期比85.4％増加の10,017百万円となりました。 

 

その他地域では、アフリカ等への証券印刷機の大型売上があったため、売上高は大幅増加となりまし

た。中南米では、ファイナンスが依然厳しいものの、商談は増加しており、受注・売上ともに前年同期比

で増加しました。韓国・アセアン・インドなどその他のアジア地域でも、印刷業界の投資マインドは回復

基調にあり、受注は増加しましたが売上は前年同期を下回りました。以上の結果売上高は、その他地域全

体では前年同期比96.2％増加の5,243百万円となりました。 

 

一方費用面では、つくばプラント統合等による生産効率の向上並びに生産増による稼働率の向上によ
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り、為替が急速な円高基調にある中で、売上原価率は前年同期比2.4ポイント良化し74.2％となりました。

また、販売費及び一般管理費は、前年同期比907百万円減少（7.7％減)し10,812百万円（対売上高比率

28.6％）となりました。 

その結果、営業損益については、前第２四半期連結累計期間が3,749百万円の営業損失であったのに比

べ、当第２四半期連結累計期間は1,055百万円の営業損失にとどまりました。営業外損益では、前第２四半

期連結累計期間の為替差損442百万円が、当第２四半期連結累計期間は1,154百万円となりましたが、経常

損益は、前第２四半期連結累計期間が3,938百万円の経常損失であったのに比べ、当第２四半期連結累計期

間は2,047百万円の経常損失にとどまりました。四半期純損益については、前第２四半期連結累計期間が

4,289百万円の純損失であったのに比べ、当第２四半期連結累計期間は1,830百万円の純損失にとどまりま

した。 

 

セグメントごとの業績は次のとおりであります。 

①日本 

セグメントの「日本」には、日本の国内売上と日本から海外の代理店地域への直接売上が計上されてお

ります。同代理店地域には、香港・台湾を除くアジア（中国本土、アセアン、インド等）と中南米等が含

まれております。上記記載のそれぞれの地域での業績を反映した結果、セグメントの「日本」の売上高は

31,626百万円となり、セグメント損失は643百万円となりました。 

②北米 

セグメントの「北米」には、米国の販売子会社の売上が計上されております。地域別売上高の概況で述

べました北米の状況の結果、セグメントの「北米」の売上高は2,884百万円となり、セグメント損失は756

百万円となりました。 

③欧州 

セグメントの「欧州」には、欧州の販売子会社及び欧州の紙器印刷機械製造販売子会社の売上が計上さ

れております。地域別売上高の概況で述べました欧州の状況の結果、セグメントの「欧州」の売上高は

7,823百万円となり、セグメント損失は173百万円となりました。 

④その他 

「その他」には、香港、台湾及びオーストラリアの販売子会社の売上が計上されております。地域別売

上高の概況で述べましたアジアとその他地域の状況の結果、売上高は2,179百万円となり、セグメント利益

は28百万円となりました。 
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(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

（総資産） 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は前連結会計年度末に比べ8,856百万円減少（5.1％減）し

165,553百万円となりました。資産の主な減少要因は、借入金の返済等に伴う現金及び預金の減少3,357百

万円、受取手形及び売掛金の減少2,852百万円、棚卸資産の減少4,000百万円等であり、主な増加要因は、

「有価証券」に含まれる譲渡性預金の増加1,590百万円等であります。 

 

（負債及び純資産） 

当第２四半期連結会計期間末における負債は前連結会計年度末に比べ5,444百万円減少（12.9％減）し

36,720百万円となりました。負債の主な増加要因は、支払手形及び買掛金の増加2,254百万円等であり、主

な減少要因は、長・短期借入金の減少3,132百万円、「流動負債 その他」に含まれるつくばプラント統合

工事等の未払金の減少2,384百万円及び前受金の減少919百万円、「固定負債 その他」に含まれる長期繰

延税金負債の減少474百万円等であります。 

純資産は前連結会計年度末に比べ3,411百万円減少（2.6％減）し、128,832百万円となりました。純資産

の減少要因は利益剰余金の減少2,498百万円、その他有価証券評価差額金の減少756百万円等であります。 

 

（自己資本比率） 

当第２四半期連結会計期間末における自己資本比率は、前連結会計年度末の75.8％から2.0ポイント増加

し77.8％となりました。 

 

（１株当たり純資産額） 

当第２四半期連結会計期間末における１株当たり純資産額は前連結会計年度末の1,979.06円から

1,928.01円（51.05円の減少）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は、前連結会計年度末に比べ7,219百万円減少

し、44,852百万円となりました。 

 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比で56百万円増加し、6,738百万円の資金増加となり

ました。資金増加の主な内訳は、売上債権の減少額1,258百万円、棚卸資産の減少額2,746百万円、仕入

債務の増加額2,116百万円、減価償却費1,492百万円、為替差損1,335百万円等であり、主な資金減少は税

金等調整前四半期純損失2,099百万円等であります。 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期が3,873百万円の資金減少であったものが6,681百万

円減少し、10,554百万円の資金減少となりました。主な資金減少の内訳は、定期預金の純増額7,452百万

円、有形及び無形固定資産の取得による支出3,379百万円等であります。 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期が6,648百万円の資金増加であったものが9,428百万

円減少し、2,780百万円の資金減少となりました。主な資金減少の内訳は、短期借入金の純減額2,032百

万円、配当金の支払額668百万円等であります。 

 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

第２四半期の連結業績の動向等を踏まえ、平成22年10月27日の業績予想の修正発表時から当社グループ

の置かれている経済状況に著しい変化はありませんので、平成22年10月27日の業績予想の修正時に公表し

た平成23年３月期の通期の連結業績予想に変更はございません。 
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２．その他の情報 

(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 

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

と認められるため、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額を

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経過勘定項目の算定方法 

固定費的な要素が大きく、予算と実績の差異が僅少のものについては、合理的な算定方法による概算

額で計上する方法によっております。 

⑤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、及び一時差異等の

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おります。 

 

四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。 

 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

会計処理基準に関する事項の変更 

「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）を適用しております。 

なお、これによる当第２四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に

与える影響は軽微であります。 
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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 51,315 54,672

受取手形及び売掛金 16,271 19,124

有価証券 2,770 1,180

商品及び製品 17,899 21,582

仕掛品 6,732 6,729

原材料及び貯蔵品 6,095 6,415

その他 4,421 5,039

貸倒引当金 △476 △472

流動資産合計 105,029 114,272

固定資産   

有形固定資産   

土地 17,686 17,461

その他（純額） 20,893 21,777

有形固定資産合計 38,580 39,239

無形固定資産 2,203 2,244

投資その他の資産 19,740 18,653

固定資産合計 60,524 60,137

資産合計 165,553 174,409

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 15,035 12,781

短期借入金 1,805 3,906

未払法人税等 150 114

債務保証損失引当金 1,210 1,555

その他の引当金 1,399 1,445

その他 6,981 10,571

流動負債合計 26,583 30,375

固定負債   

長期借入金 8,053 9,085

引当金 634 753

その他 1,449 1,950

固定負債合計 10,137 11,789

負債合計 36,720 42,165
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 37,714 37,714

資本剰余金 37,797 37,797

利益剰余金 56,780 59,279

自己株式 △2,448 △2,448

株主資本合計 129,843 132,342

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 467 1,223

為替換算調整勘定 △1,478 △1,321

評価・換算差額等合計 △1,011 △97

純資産合計 128,832 132,244

負債純資産合計 165,553 174,409
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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 34,078 37,758

売上原価 26,102 28,024

割賦販売未実現利益戻入額 29 23

割賦販売未実現利益繰入額 33 －

売上総利益 7,971 9,757

販売費及び一般管理費 11,720 10,812

営業損失（△） △3,749 △1,055

営業外収益   

受取利息 35 29

受取配当金 99 100

助成金収入 198 －

その他 289 249

営業外収益合計 624 379

営業外費用   

支払利息 117 154

訴訟和解金 114 －

為替差損 442 1,154

その他 139 63

営業外費用合計 813 1,371

経常損失（△） △3,938 △2,047

特別利益   

固定資産売却益 1 2

特別利益合計 1 2

特別損失   

固定資産売却損 6 0

固定資産除却損 51 12

投資有価証券評価損 32 42

事業構造改善引当金繰入額 59 －

事業構造改善費用 832 －

特別損失合計 981 54

税金等調整前四半期純損失（△） △4,918 △2,099

法人税、住民税及び事業税 90 83

法人税等調整額 △720 △352

法人税等合計 △629 △269

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △1,830

四半期純損失（△） △4,289 △1,830
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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損失（△） △4,918 △2,099

減価償却費 1,219 1,492

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2 △27

賞与引当金の増減額（△は減少） △148 △23

退職給付引当金の増減額（△は減少） △43 △77

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） △48 －

受取利息及び受取配当金 △135 △129

支払利息 117 154

為替差損益（△は益） 612 1,335

投資有価証券売却損益（△は益） 17 －

投資有価証券評価損益（△は益） 32 42

保険返戻金 △3 △31

売上債権の増減額（△は増加） 8,114 1,258

たな卸資産の増減額（△は増加） 5,625 2,746

仕入債務の増減額（△は減少） △5,001 2,116

その他 △445 △325

小計 4,994 6,430

利息及び配当金の受取額 135 129

利息の支払額 △107 △169

法人税等の還付額 1,657 347

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,681 6,738

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 △293 △10,727

定期預金の払戻による収入 284 3,275

有形及び無形固定資産の取得による支出 △3,948 △3,379

有形及び無形固定資産の売却による収入 47 10

投資有価証券の取得による支出 △10 －

投資有価証券の売却による収入 25 －

貸付金の回収による収入 45 42

その他の支出 △254 △887

その他の収入 229 1,112

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,873 △10,554

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） 315 △2,032

長期借入れによる収入 7,779 －

長期借入金の返済による支出 △0 △0

リース債務の返済による支出 △108 △78

自己株式の純増減額（△は増加） △0 △0

配当金の支払額 △1,336 △668

財務活動によるキャッシュ・フロー 6,648 △2,780

現金及び現金同等物に係る換算差額 △34 △622

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 9,421 △7,219

現金及び現金同等物の期首残高 31,897 52,071

現金及び現金同等物の四半期末残高 41,318 44,852

㈱小森コーポレーション　（6349）　平成23年３月期　第２四半期決算短信

9



 

(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21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 

 当社グループの事業は印刷機械の製造、販売並びに修理加工等を行っており、単一のセグメントに基

づいております。このため事業の種類別セグメント情報は開示しておりません。 

 

【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） 

 

 
日本 

(百万円) 

米州 

(百万円)

欧州 

(百万円)

その他地域

(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 

17,221 4,017 11,129 1,709 34,078 －  34,078

(2)セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

6,235 138 209 33 6,616 （6,616） － 

計 23,457 4,156 11,338 1,742 40,695 （6,616） 34,078

営業利益又は 
営業損失（△） 

△3,344 △1,284 △465 0 △5,094 1,344  △3,749

(注)  国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

① 国又は地域の区分の方法 ……………………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又は地域      米州：アメリカ合衆国 

                      欧州：オランダ・イギリス・フランス 

                      その他地域：香港・台湾・オーストラリア 

 

【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） 

 

 米州 欧州 アジア その他地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 5,318 9,674 6,851 1,378 23,222  

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － － 34,078  

Ⅲ 連結売上高に占める海外
売上高の割合（％） 

15.6 28.4 20.1 4.0 68.1  

(注) １ 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。 

２ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

① 国又は地域の区分の方法 ……………………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又は地域      米州：アメリカ合衆国・カナダ・ブラジル 

                        欧州：オランダ・イギリス・フランス 

                        アジア：中国・香港・台湾 
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【セグメント情報】 

（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）を適用しております。 

 

１  報告セグメントの概要 

当社グループ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、

高経営責任者が、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。 

当社グループの事業は印刷機械の製造、販売並びに修理加工等を行っております。生産体制は一部の

製品を除き一括して日本で行う体制になっておりますが、販売体制は、海外の重要販売拠点に子会社を

展開してグローバルな体制になっております。海外の重要販売拠点となっている海外子会社はそれぞれ

独立した経営単位で、各地域での包括的な販売戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

したがって当社グループは、販売体制を基礎とした各会社の所在地別のセグメントから構成されてお

り、「日本」、「北米」及び「欧州」の３つを報告セグメントとしております。 

各セグメントの主な販売地域は以下のとおりです。 

報告セグメント「日本」は、国内、中南米、及び中華圏の一部を除くアジアでの販売が含まれ、当社

の販売担当地区となっております。 

報告セグメント「北米」は、主としてアメリカ合衆国での販売が含まれ、コモリ アメリカ コーポ

レーションの販売担当地区となっております。 

報告セグメント「欧州」は、主として西欧、東欧、中東地域での販売が含まれ、コモリ インターナ

ショナル ヨーロッパ ビー.ヴィ.グループの販売担当地区となっております。また、紙器印刷機械の

製造販売をしておりますコモリ シャンボン エス．エイ.エス.も当セグメントに含んでおります。 

 

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） 

（単位：百万円） 

報告セグメント 
 

日本 北米 欧州 計 

その他 
(注) 

合計 

売上高   

  外部顧客への売上高 25,266 2,873 7,467 35,607 2,150 37,758

  セグメント間の内部売上高又は振替高 6,359 10 356 6,727 29 6,756

計 31,626 2,884 7,823 42,335 2,179 44,514

セグメント利益又は損失（△） △643 △756 △173 △1,574 28 △1,545

(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、中華圏の一部及びオセアニア地区

を含んでおります。 
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３  報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差

額の主な内容（差異調整に関する事項） 

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） 

（単位：百万円） 

利    益 金    額 

報告セグメント計 △1,574

「その他」の区分の利益 28

棚卸資産の調整額 439

セグメント間取引消去 50

その他の調整額 0

四半期連結損益計算書の営業損失（△） △1,055

 

(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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