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１. 平成23年３月期第３四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年12月31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３四半期 270,195 19.1 16,001 199.6 16,563 152.4 8,961 212.3

22年３月期第３四半期 226,833 △31.3 5,340 △64.6 6,562 △53.1 2,869 △53.2

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

23年３月期第３四半期 131 .79 ─

22年３月期第３四半期 42 .20 ─

 (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３四半期 174,909 110,567 55.7 1,432 .39

   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３四半期 97,400百万円           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 ─ 11 .00 ―

23年３月期(予想) 13 .00 24 .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)

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 357,700 12.5 19,600 104.2 20,400 78.4 11,200 77.0 164 .71

s23433
財務会計基準機構（日本語）

s23433
コーポレートマーク



  
  

 

 
（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３Ｑ 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３Ｑ 1,630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３Ｑ 67,998,406株 22年３月期３Ｑ 67,998,581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３四半期連結累計期間（平成22年４月１日～平成22年12月31日）における世界経済は、欧米にお

ける景気後退懸念や失業率の高止まりなど、依然として厳しい状況にあるものの、中国やアジア諸国に

おける景気拡大もあり、総じて緩やかな回復を示しました。 

 当グループが関連する自動車業界の新車販売台数は、日本・欧州等において自動車需要刺激策の打切

りによる反動減が見られたものの、前年同期比では中国やアジア諸国を中心に総じて回復傾向を示しま

した。 

当グループにおける当第３四半期連結累計期間の売上高は、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、2,701億95百万円と前年同期に比べ433億

61百万円（19.1％）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160億１百万円と前年同期に比べ106億60百万円（199.6％）の増益、経常利益は165

億63百万円と前年同期に比べ100億１百万円（152.4％）の増益、四半期純利益は、89億61百万円と前年

同期に比べ60億91百万円（212.3％）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939億64百万円

と前年同期に比べ152億10百万円（19.3％）の増収となりました。利益面では、増収に伴う利益の増加

に加え、原価低減効果等もあり、営業利益は38億69百万円と前年同期に比べ37億８百万円

（2,298.6％）の増益となりました。 

（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等により、売上高は1,041

億39百万円と前年同期に比べ97億68百万円（10.4％）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、北米における利益改善施策の効果等も

あり、営業利益は25億92百万円と前年同期に比べ20億64百万円（390.9％）の増益となりました。 

（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等により、売上高は567億88百万円と前

年同期に比べ86億10百万円（17.9％）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

加や為替換算上の影響はあるものの、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79億17百万円と前年同期に比べ12億99百万円（19.6％）の増益となりました。 

（アジア・ＵＫ） 

タイを中心としたアジア地域における主要客先からの受注が増加したことや、前年同期において約４

ヵ月にわたり生産を休止していたイギリス子会社が正常稼動していること等もあり、売上高は359億31

百万円と前年同期に比べ142億72百万円（65.9％）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等により、営業利益は45億88百万円と前年同期に

比べ37億91百万円（475.7％）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、インドにおける主要客先からの受注が増加し

たこと等により39億95百万円と前年同期に比べ１億６百万円（2.7％）の増収となりました。 

 四輪事業では、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等により2,637億70百

万円と前年同期に比べ422億76百万円（19.1％）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、2,222億29百万円と前年同期に比べ369億26百万円（19.9％）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、415億40百万円と前年同期に比べ53億49百万円

（14.8％）の増収となりました。 

 その他事業の売上高は、24億29百万円と前年同期に比べ９億78百万円（67.5％）の増収となりまし

た。 

  
(注)平成23年３月期第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）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期比較については、前第３四半期連結累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３四半期連結会計期間末における総資産は、1,749億９百万円と前連結会計年度末に比べ33億63

百万円（1.9％）の減少となりました。流動資産については、1,095億69百万円と前連結会計年度末に比

べ12億80百万円（1.2％）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等

により、受取手形及び売掛金が106億26百万円減少し、為替換算上の影響等により原材料及び貯蔵品が

12億81百万円減少したものの、現金及び預金が141億24百万円増加したことが主な要因です。固定資産

については、653億39百万円と前連結会計年度末に比べ46億43百万円（6.6％）の減少となりました。こ

れは、新機種投資等による増加があったものの、為替換算上の影響等により有形固定資産が35億60百万

円減少したことが主な要因です。  

 当第３四半期連結会計期間末における負債合計は、643億41百万円と前連結会計年度末に比べ84億41

百万円（11.6％）の減少となりました。これは、前連結会計年度末における仕入債務の支払等により、

支払手形及び買掛金が44億83百万円減少したこと及び短期借入金が16億41百万円減少したことが主な要

因です。  

 当第３四半期連結会計期間末における純資産は、1,105億67百万円と前連結会計年度末に比べ

50億77百万円（4.8％）の増加となりました。これは、為替換算調整勘定のマイナス残高が37億96百万

円増加したものの、利益剰余金が72億65百万円増加したこと及び少数株主持分が17億84百万円増加した

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、日本・北米・欧州における今後の自動車市場動向や、為

替相場の状況、原材料価格の動向など、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３

四半期連結累計期間の業績並びに第４四半期における主要客先からの受注動向等を踏まえ、現時点にお

きましては平成22年10月29日に公表いたしました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３四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、前四半期連結会計期

間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３四半期連結累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 

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、当第３四半期連結累計期間の経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ32

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 

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、当第３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益は、それぞれ10百万円減少し、税

金等調整前四半期純利益は、１億15百万円減少しています。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. 「企業結合に関する会計基準」等の適用 

第２四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）、「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）を適用しています。 

  

４.「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）の適用により、当第３四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３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 35,325 21,201

受取手形及び売掛金 48,204 58,830

商品及び製品 2,671 2,878

仕掛品 1,559 1,369

原材料及び貯蔵品 14,566 15,847

その他 7,285 8,222

貸倒引当金 △43 △61

流動資産合計 109,569 108,289

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 16,929 18,447

機械装置及び運搬具（純額） 12,459 14,679

その他（純額） 16,126 15,949

有形固定資産合計 45,515 49,076

無形固定資産 1,418 1,572

投資その他の資産 18,404 19,333

固定資産合計 65,339 69,982

資産合計 174,909 178,272

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 37,593 42,076

短期借入金 4,673 6,315

1年内返済予定の長期借入金 195 185

未払法人税等 1,367 872

引当金 967 1,593

その他 8,415 9,040

流動負債合計 53,212 60,085

固定負債   

長期借入金 2,621 2,870

引当金 428 405

その他 8,079 9,422

固定負債合計 11,129 12,697

負債合計 64,341 72,782
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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12月31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 93,495 86,229

自己株式 △3 △3

株主資本合計 103,355 96,089

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6,669 6,844

為替換算調整勘定 △12,624 △8,827

評価・換算差額等合計 △5,955 △1,983

少数株主持分 13,166 11,382

純資産合計 110,567 105,489

負債純資産合計 174,909 178,272
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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４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 226,833 270,195

売上原価 206,409 237,830

売上総利益 20,424 32,365

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 2,135 3,123

給料及び手当 6,196 6,619

その他 6,751 6,620

販売費及び一般管理費合計 15,083 16,364

営業利益 5,340 16,001

営業外収益   

受取利息 284 362

受取配当金 103 152

受取地代家賃 217 193

持分法による投資利益 411 384

為替差益 137 －

その他 236 211

営業外収益合計 1,391 1,303

営業外費用   

支払利息 160 122

為替差損 － 581

その他 9 36

営業外費用合計 169 740

経常利益 6,562 16,563

特別利益   

固定資産売却益 205 73

貸倒引当金戻入額 149 255

受取補償金 161 －

負ののれん発生益 － 19

その他 9 4

特別利益合計 525 353

特別損失   

固定資産売却損 29 17

固定資産除却損 73 149

関係会社株式評価損 61 －

減損損失 58 25

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 105

その他 9 5

特別損失合計 232 304

税金等調整前四半期純利益 6,855 16,613

法人税、住民税及び事業税 1,839 4,279

法人税等還付税額 △1,570 △209

過年度法人税等 912 －

法人税等合計 1,181 4,069

少数株主損益調整前四半期純利益 － 12,543

少数株主利益 2,804 3,581

四半期純利益 2,869 8,961
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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４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31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 6,855 16,613

減価償却費 8,125 6,940

減損損失 58 25

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） △742 △591

受取利息及び受取配当金 △388 △514

支払利息 160 122

持分法による投資損益（△は益） △411 △384

有形固定資産売却損益（△は益） △176 △55

有形固定資産除却損 73 149

関係会社株式評価損 61 －

受取補償金 △161 －

負ののれん発生益 － △19

売上債権の増減額（△は増加） △5,970 6,977

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,931 △188

仕入債務の増減額（△は減少） 4,990 △2,709

その他 1,979 1,099

小計 12,522 27,571

利息及び配当金の受取額 871 1,021

利息の支払額 △163 △122

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 73 △2,936

営業活動によるキャッシュ・フロー 13,302 25,533

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 △5,157 △6,832

定期預金の払戻による収入 2,739 6,520

有形固定資産の取得による支出 △6,117 △5,813

有形固定資産の売却による収入 313 239

関係会社出資金の払込による支出 － △175

連結子会社株式の追加取得による支出 － △28

その他 △335 △485

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,558 △6,574

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） △4,281 506

長期借入れによる収入 2,434 200

配当金の支払額 △1,359 △1,495

少数株主への配当金の支払額 △1,455 △2,512

その他 △484 △561

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,146 △3,863

現金及び現金同等物に係る換算差額 438 △1,309

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 35 13,786

現金及び現金同等物の期首残高 19,547 16,194

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

－ 68

現金及び現金同等物の四半期末残高 19,583 30,049
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当第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日） 

 該当する事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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

63,145 83,466 47,668 32,554 226,833 ― 226,833

(２)セグメント間 
  の内部売上高 
  又は振替高

15,608 0 510 8 16,127 （16,127) ―

計 78,753 83,467 48,178 32,562 242,961 (16,127) 226,833

営業利益又は営業損
失(△)

161 △1,071 6,617 2,396 8,104 (2,763) 5,340

【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) 83,529 47,980 32,734 164,244

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― 226,833

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

36.8 21.2 14.4 72.4
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 （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３四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日) 

 
(注) １ セグメント利益の調整額△2,966百万円には、セグメント間取引消去184百万円、親会社の本社管理部門に 

  かかる配賦不能営業費用△2,680百万円を含んでいます。 

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３四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３半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日) 
 

  

  

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

75,049 104,138 55,084 35,924 270,195 ─ 270,195

  セグメント間の内 
 部売上高及び振替高

18,915 1 1,704 6 20,628 △20,628 ─

計 93,964 104,139 56,788 35,931 290,824 △20,628 270,195

セグメント利益 3,869 2,592 7,917 4,588 18,967 △2,966 16,001

(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

63,145 94,370 47,668 21,650 226,833 ─ 226,833

 セグメント間の内 
 部売上高及び振替高

15,608 0 510 8 16,127 △16,127 ─

計 78,753 94,371 48,178 21,658 242,961 △16,127 226,833

セグメント利益 161 528 6,617 796 8,104 △2,763 5,340

(６) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

－12－

テイ･エス　テック（株）(7313)平成23年３月期第３四半期決算短信




