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1.  平成22年12月期第3四半期の連結業績（平成22年1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 ％

22年12月期第3四半期 101,717 11.6 1,044 167.9 989 204.5 765 ―

21年12月期第3四半期 91,146 ― 389 ― 324 ― 2 ―

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12月期第3四半期 6.87 ―

21年12月期第3四半期 0.02 ―

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12月期第3四半期 57,006 14,613 25.6 130.84
21年12月期 63,219 14,272 22.5 127.89

（参考） 自己資本   22年12月期第3四半期  14,572百万円 21年12月期  14,245百万円

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

21年12月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00
22年12月期 ― 0.00 ―

22年12月期 
（予想）

3.00 
～4.00

3.00
～4.00

3.  平成22年12月期の連結業績予想（平成22年1月1日～平成22年12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 134,202 5.2 1,374 132.5 1,212 134.0 800 294.1 7.18



(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きを実施中です。 

※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仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等につきまし
ては、〔添付資料〕３ページの「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「その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 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12月期3Q  112,714,687株 21年12月期  112,714,687株

② 期末自己株式数 22年12月期3Q  1,335,496株 21年12月期  1,326,735株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 22年12月期3Q  111,382,922株 21年12月期3Q 111,395,019株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

   

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、景気の 悪期は脱し、前年同期と比較して回復の兆しは見ら

れてきました。しかし、ギリシャに端を発した欧州の金融不安の影響や急速な円高の進行等による混乱の中、依然

として厳しい状況の中で推移しました。 

当社グループは、このような厳しい経営環境の中、いかなる不況にも耐えうる企業体質の再構築を図る絶好の機

会であると捉え、「着実な成長と発展」を標榜した中期経営計画の完遂に向けた施策の実行と合わせ、経費の徹底

した効率的使用、たな卸資産の圧縮、仕入先及び販売先との取引条件の見直し、資金調達方法の見直し等による財

務体質の強化と新規事業分野への進出強化等を引き続き実行してまいりました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は1,017億17百万円（前年同期比11.6％増）、営業利益は10億44

百万円（前年同期比167.9％増）、四半期純利益は７億65百万円（前年同期は四半期純利益２百万円）となりまし

た。 

以下、事業の状況をご報告申し上げます。 

なお、各事業における営業利益の前年同期比は、当期の配賦方法に合わせ前第３四半期連結累計期間のセグメン

ト情報の営業費用配賦方法を変更したものと比較しています。  

  

【化学品事業】 

 化学品部門につきましては、化学品関連は、景気回復の流れを受け、原料関係が貿易取引を中心に堅調に推移し

ました。また、前連結会計年度に実施した株式会社佐藤商行の連結子会社化による事業領域拡大もあり、増収・増

益となりました。 

科学システム関連に関しましても、景気回復の流れを受け、主力のショウデックスカラムの販売が堅調に推移し

ました。また、株式会社モリテックスより前連結会計年度に譲り受けた理化学機器事業による事業領域拡大もあ

り、増収・増益となりました。 

 肥料農材関連は、猛暑の影響による米の不作・品質低下・米価の下落など販売環境の悪化はありましたが、上期

からの機能性商品の投入などで主力肥料製品は堅調に推移しました。加えて前連結会計年度に出資いたしましたタ

イヨー株式会社との新規取引が順調に推移し、増収・増益となりました。 

 以上の結果、売上高は240億16百万円（前年同期比33.2％増）、営業利益は３億41百万円（前年同期比97.8％増）

となりました。 

  

【合成樹脂事業】 

 合成樹脂部門につきましては、原料関連は、当第３四半期連結会計期間においてナフサ価格の下落による値下げ

の影響、及び中国市況の低迷等の影響が徐々に出始めていますが、主力商材の販売が堅調に推移し、増収・増益と

なりました。 

 製品関連は、昭光プラスチック製品株式会社の株式を売却し、持分法適用会社に変更したことによる影響で、減

収となりましたが、製品全体としてはコスト圧縮等により、増益となりました。 

 以上の結果、売上高は341億75百万円（前年同期比7.9％増）、営業利益は３億45百万円（前年同期比398.2％増）

となりました。 

  

【金属事業】 

 金属部門につきましては、軽金属関連は、ＩＴ及び自動車産業分野の景気回復により、主力の軽圧品やアルミ合

金・電解箔・微細化材等の需要が増加しましたが、低利益率事業からの撤退を推進した影響で減収・増益となりま

した。 

 無機材料関連は、鉄鋼業界やＩＴ関連産業等、全商材の需要が激減しておりましたが、景気回復に伴った主力の

耐火材・アルミナ等の需要増により、増収・増益となりました。 

 以上の結果、売上高は263億63百万円（前年同期比10.4％増）、営業利益は３億61百万円（前年同期は営業損失28

百万円）となりました。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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【生活環境事業】 

 生活環境部門につきましては、住宅建材関連は、住宅着工戸数の落ち込みが継続した影響で、主力のラムダ(外壁

材)や土木材が低調に推移し、減収・減益となりました。 

 食品関連は、主力のグリシン・アラニン等の販売が堅調に推移しましたが、取扱商品の見直し等の影響で、減

収・増益となりました。 

 不動産関連は、当第３四半期連結累計期間における分譲マンションの販売はありませんでした。賃貸事業関連で

は企業オフィスの需要減退及び賃料水準が下落したことにより、大型物件での値下げ要請を受け入れたこと等によ

る影響が収益を押し下げました。また、販売目的用地の評価減が大きく影響し、減収・減益となりました。 

 以上の結果、売上高104億７百万円（前年同期比13.5％減）、営業利益は１億12百万円（前年同期比66.1％減）と

なりました。 

  

【情報電材その他事業】 

 情報電材その他部門につきましては、エレクトロニクス関連は、仕入先の業界再編等によりアルミコンデンサー

等の商権喪失があったのに加え、一部商材の仕入価格の高騰の影響で、減収・減益となりました。 

 その他連結子会社に関しましては、新規契約等の影響で好調な保険関連をはじめとして順調に推移し、増収・増

益となりました。 

 以上の結果、売上高は67億54百万円（前年同期比22.0％増）、営業損失は１億24百万円（前年同期は営業損失１

億64百万円）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３四半期連結会計期間末における総資産は、570億６百万円（前期末比9.8％減）となりました。これは前

連結会計年度末が銀行休業日による決済ずれのため「受取手形及び売掛金」「支払手形及び買掛金」が減少した

ことが主因であります。  

    純資産は146億13百万円（前期末比2.4％増）となりました。これは、四半期純利益増加に伴う利益剰余金の増

加及び配当金の支払いが主因であります。 

    この結果、自己資本比率は3.1ポイント上昇して25.6％になりました。 

  

２．キャッシュ・フローの状況  

      当第３四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て５億16百万円

減少し、21億51百万円となりました。 

    各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。  

 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益の増加、仕入債務の減少額の縮小、売上債

権の増加額の縮小がありましたが、たな卸資産の減少額が縮小したことにより前年同期に比べ20億55百万円の支

出減少となり、79億84百万円の支出となりました。  

 投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得による支出の増加はありましたが、固定資産の売

却、預け金の減少額が拡大したことにより前年同期に比べ７億80百万円の収入増加となり、34億37百万円の収入

となりました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額が増加しましたが、短期借入金及びコマーシャル・ペ

ーパーの発行が償還を上回ったことにより前年同期に比べ17億63百万円の収入増加となり、40億47百万円の収入

となりました。  

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

今後の見通しにつきましては、欧州の金融不安や急速な円高の進行等、先行きに対する不透明感はあります

が、世界経済の回復に伴いわが国経済も、徐々に回復していくものと予想されます。特に中国をはじめとするア

ジア圏内での需要は、我が国経済においても輸出関連を中心に好影響を与えるものと考えられます。 

このような情勢のもと、当社グループは、2010年を目標年度とした中期経営計画を確実に実行しており、また

いかなる環境にも柔軟に対応できる企業基盤の構築を強力に推進してまいります。 

  

昭光通商㈱（8090）平成22年12月期第３四半期決算短信

3



（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 

たな卸資産の評価方法  

  当第３四半期連結会計期間末のたな卸高の算出につきましては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度末の実

地たな卸高を基礎として合理的な方法により算出しております。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

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、工期１年超の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）を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第３

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（工事

の進捗率の見積りは原価比例法）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３四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。 

  

（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。  

  

２．その他の情報
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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３四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21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,072 2,490

関係会社預け金 100 202

受取手形及び売掛金 35,870 38,276

商品及び製品 2,731 2,816

販売用不動産 14 17

仕掛品 44 25

仕掛販売用不動産 270 414

原材料及び貯蔵品 220 203

その他 4,399 7,092

貸倒引当金 △239 △294

流動資産合計 45,484 51,245

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,045 2,378

機械装置及び運搬具（純額） 123 133

土地 5,438 5,865

その他（純額） 110 109

有形固定資産合計 7,717 8,486

無形固定資産   

のれん 22 45

その他 215 206

無形固定資産合計 238 252

投資その他の資産   

投資有価証券 2,142 1,854

長期貸付金 103 144

繰延税金資産 171 142

その他 1,325 1,328

貸倒引当金 △176 △233

投資その他の資産合計 3,566 3,235

固定資産合計 11,522 11,974

資産合計 57,006 63,219
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（単位：百万円）

当第３四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21年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 26,782 37,148

短期借入金 5,865 2,776

1年内償還予定の社債 3,000 －

未払法人税等 301 242

賞与引当金 330 148

その他 2,345 1,703

流動負債合計 38,624 42,019

固定負債   

社債 － 3,000

退職給付引当金 710 858

その他 3,058 3,068

固定負債合計 3,768 6,927

負債合計 42,393 48,946

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,021 8,021

資本剰余金 0 0

利益剰余金 6,563 6,619

自己株式 △218 △217

株主資本合計 14,367 14,423

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 258 374

繰延ヘッジ損益 △3 △30

土地再評価差額金 △3 △489

為替換算調整勘定 △46 △32

評価・換算差額等合計 205 △178

少数株主持分 40 26

純資産合計 14,613 14,272

負債純資産合計 57,006 63,219
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 91,146 101,717

売上原価 85,739 95,664

売上総利益 5,406 6,053

販売費及び一般管理費 5,016 5,009

営業利益 389 1,044

営業外収益   

受取利息 31 33

受取配当金 48 60

雑収入 66 43

その他 10 －

営業外収益合計 156 137

営業外費用   

支払利息 150 119

雑損失 71 74

営業外費用合計 222 193

経常利益 324 989

特別利益   

貸倒引当金戻入額 160 48

子会社株式売却益 － 31

退職給付制度移行益 － 91

その他 10 40

特別利益合計 170 212

特別損失   

子会社株式売却損 118 －

たな卸資産評価損 184 －

投資有価証券評価損 － 27

その他 20 5

特別損失合計 323 32

税金等調整前四半期純利益 171 1,168

法人税、住民税及び事業税 280 336

法人税等調整額 △114 49

法人税等合計 166 385

少数株主利益 2 17

四半期純利益 2 765
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１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 171 1,168

減価償却費 174 207

退職給付引当金の増減額（△は減少） △41 △147

貸倒引当金の増減額（△は減少） △149 △59

受取利息及び受取配当金 △80 △94

支払利息 150 119

子会社株式売却損益（△は益） 118 △31

売上債権の増減額（△は増加） △760 △549

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,462 △37

仕入債務の増減額（△は減少） △11,039 △7,994

未払費用の増減額（△は減少） 16 2

預り金の増減額（△は減少） △615 △547

その他 △42 288

小計 △9,635 △7,674

利息及び配当金の受取額 79 102

利息の支払額 △157 △133

法人税等の支払額 △326 △278

営業活動によるキャッシュ・フロー △10,039 △7,984

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 △15 △12

定期預金の払戻による収入 19 17

預け金の増減額（△は増加） 2,925 3,343

有形固定資産の取得による支出 △121 △73

有形固定資産の売却による収入 － 634

投資有価証券の取得による支出 △40 △494

関係会社株式の取得による支出 △23 －

出資金の払込による支出 △33 △33

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

49 △81

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

31 －

営業譲受による支出 △77 －

貸付けによる支出 △100 △1

貸付金の回収による収入 26 138

その他 15 0

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,656 3,437
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１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   

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,808 3,092

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） 700 1,300

リース債務の返済による支出 － △10

配当金の支払額 △223 △332

少数株主への配当金の支払額 － △1

その他 △1 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,284 4,047

現金及び現金同等物に係る換算差額 3 △16

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,099 △516

現金及び現金同等物の期首残高 7,338 2,668

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 15 －

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の
増加額

31 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,288 2,151
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 該当事項はありません。 

  

  

        前第３四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日)  

 （注）１ 事業区分の方法 

当社グループの事業区分は、商品の種類、販売市場の類似性を考慮して行っております。 

２ 各事業区分の主要商品 

    ３ 会計処理の方法の変更 

      （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

        当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年

７月５日）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が化学品

事業で10百万円減少、合成樹脂事業で40百万円増加、生活環境事業で41百万円増加、金属事業で87百万円

減少、情報電材その他事業で３百万円増加しております。 

      ４  事業区分の変更  

事業区分につきまして、シナジー効果の強さを勘案して、「合成樹脂」及び「生活環境事業」に含めてお

りました機械関連の商品を「情報電材その他事業」に変更いたしました。 

       なお、この変更に伴い、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〕

  
化学品 
事業 

合成樹脂 
事業 

金属事業
生活環境
事業 

情報電材
その他事業

計 
消去又は 
全社 

連結

  (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

売上高                                                

(1) 外部顧客に対 

する売上高 
 18,031  31,666  23,885  12,025  5,538  91,146  －  91,146

(2) セグメント間の 

内部売上高又は 

振替高 

 19  12  0  18  134  185 (185)  －

計  18,050  31,679  23,885  12,043  5,672  91,331 (185)  91,146

営業利益又は 

営業損失（△） 
 277     127  77  404     △138  747 (357)  389

事業区分 主要商品

化学品 有機・無機化学品、石油製品、肥料、精密機器等 

合成樹脂 合成樹脂原料、製品等 

金属 アルミ地金、軽圧品、セラミックス、炭素、レアメタル等 

生活環境 物資、建材、ポール、不動産、食品等 

情報電材その他 電子材料、機械、保険、総合人材ビジネス等 
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        当第３四半期連結累計期間(自 平成22年１月１日 至 平成22年９月30日) 

 （注）１ 事業区分の方法 

当社グループの事業区分は、商品の種類、販売市場の類似性を考慮して行っております。 

２ 各事業区分の主要商品 

３  事業区分の変更  

       事業区分につきまして、シナジー効果の強さを勘案して、「情報電材その他事業」に含めておりました触

媒関連の商品を「化学品事業」に変更いたしました。 

       なお、この変更に伴い、セグメント情報に与える影響は軽微であります。 

  
化学品 
事業 

合成樹脂 
事業 

金属事業
生活環境
事業 

情報電材
その他事業

計 
消去又は 
全社 

連結

  (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

売上高                                                

(1) 外部顧客に対 

する売上高 
 24,016    34,175  26,363  10,407  6,754  101,717  －  101,717

(2) セグメント間の 

内部売上高又は 

振替高 

 18  16  0  14  148  199 (199)  －

計  24,035  34,192  26,364  10,422  6,902  101,917 (199)  101,717

営業利益又は 

営業損失（△） 
 341     345  361  112     △124  1,036  8  1,044

事業区分 主要商品

化学品 有機・無機化学品、肥料、分析機器等 

合成樹脂 合成樹脂原料、製品等 

金属 アルミ地金、軽圧品、セラミックス、炭素、レアメタル等 

生活環境 物資、建材、ポール、不動産、食品等 

情報電材その他 電子材料、機械、保険、総合人材ビジネス等  
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４ 営業費用配賦方法の変更  

  従来、配賦不能営業費用として「消去又は全社」に含めて表示しておりました管理部門の共有営業費用に

つきましては、前連結会計年度において、事業の分社化が進展し、管理部門の連結グループ会社に対する寄

与の度合いが増大したことから、役務提供の実態をセグメント情報により適切に反映させるため、より適切

な配賦基準に変更しております。 

 なお、前第３四半期連結累計期間のセグメント情報を当第３四半期連結累計期間の営業費用配賦基準によ

った場合の事業のセグメント情報は以下の通りとなります。 

 （参考）前第３四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日) 

  

（参考）各事業区分の主要商品  

  

  

化学品 
事業 
  

(百万円) 

合成樹脂
事業 
  

(百万円) 

金属事業
  
  

(百万円) 

生活環境
事業 
  

(百万円) 

情報電材
その他 
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 
 18,031  31,666  23,885  12,025  5,538  91,146  －  91,146

(2) セグメント間の 

内部売上高又は 

振替高 

 19  12  0  18  134  185 (185)  －

計  18,050  31,679  23,885  12,043  5,672  91,331 (185)  91,146

営業利益又は 

営業損失（△）  
 172  69 △28  332     △164  380  9  389

事業区分 主要商品

化学品 有機・無機化学品、石油製品、肥料、精密機器等 

合成樹脂 合成樹脂原料、製品等 

金属 アルミ地金、軽圧品、セラミックス、炭素、レアメタル等 

生活環境 物資、建材、ポール、不動産、食品等 

情報電材その他 電子材料、機械、保険、総合人材ビジネス等 
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前第３四半期連結累計期間及び当第３四半期連結累計期間における全セグメントの売上高の合計額に占める

「本邦」の割合が90％超のため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

   

前第３四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日） 

 （注）１ 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 

アジア・・・中国、韓国、台湾 

その他・・・アメリカ、ドイツ、アイルランド  

２ 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３四半期連結累計期間（自  平成22年１月１日 至  平成22年９月30日）    

 （注）１ 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 

アジア・・・中国、韓国、台湾 

その他・・・アメリカ、ドイツ、アイルランド  

２ 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。 

  

  

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

  アジア その他  計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  9,423  53  9,476

Ⅱ 連結売上高（百万円）  － －  91,146

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
    10.3     0.1     10.4 

  アジア その他  計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  13,485  106  13,591

Ⅱ 連結売上高（百万円）  － －  101,717

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
    13.3     0.1     13.4 

（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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