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1. 平成24年2月期第1四半期の連結業績（平成23年3月1日～平成23年5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 ％ 

24年2月期第1四半期 3,776 10.2 221 ― 302 ― 204 ― 

23年2月期第1四半期 3,427 77.0 △23 ― 24 ― △24 ― 

 

 
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 

24年2月期第1四半期 10.82 ― 

23年2月期第1四半期 △1.29 ― 

 

 (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 

24年2月期第1四半期 19,108 11,949 57.7 583.20 

23年2月期 19,012 11,592 56.5 567.66 

（参考） 自己資本     24年2月期第1四半期 11,034百万円   23年2月期 10,740百万円 

 

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 

23年2月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 

24年2月期 ―     

24年2月期（予想）  0.00 ― ― ― 

（注）当四半期における配当予想の修正有無 有 

※平成24年２月期の期末配当金予想につきましては、現時点において未定であります。 

 

3. 平成24年2月期の連結業績予想（平成23年3月1日～平成24年2月29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) 7,770 15.3 300 ― 430 456.4 280 ― 14.80 

通期 15,870 11.0 570 100.5 800 52.7 470 45.2 24.84 

（注）当四半期における業績予想の修正有無 有 

 

 

 



4．その他 （詳細は【添付書類】P.4「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 （社名              ）、除外 ―社（社名              ） 

（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 

②①以外の変更        無 

（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） 

  ①期末発行済株式数（自己株式を含む） 平成24年2月期1Q 21,533,891株 平成23年2月期     21,533,891株 

  ②期末自己株式数           平成24年2月期1Q  2,613,765株 平成23年2月期      2,613,321株 

  ③期中平均株式数（四半期累計）    平成24年2月期1Q 18,920,459株 平成23年2月期1Q  18,923,577株 

 

※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きの対象外でありますが、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は終了しております。 

 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に掲載されている業績予想等の将来に関する事項は、当社が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。 
なお、未定としておりました業績予想及び配当予想に関しまして予想値の発表をしております。当該予想に関する事項につきま

しては、【添付資料】P.2「１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報」及び、本日平成23年７月８日公表の「業績予想及び配
当予想に関するお知らせ」をご参照ください。 



  

  

○添付資料の目次

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 …………………………………………………………………………  2

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  3

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  3

２．その他の情報 ……………………………………………………………………………………………………………  4

（１）重要な子会社の異動の概要 ………………………………………………………………………………………  4

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 ……………………………………………………………………  4

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 ……………………………………………………………  4

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 ……………………………………………………………………  4

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  5

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  5

（２）四半期連結損益計算書 ……………………………………………………………………………………………  7

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………………………  8

（４）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  10

（５）セグメント情報 ……………………………………………………………………………………………………  10

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  11

富士精工㈱(6142) 平成24年２月期第１四半期決算短信

- 1 -



（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間における世界経済は、米国・欧州など先進国の景気改善や中国をはじめとする新興国

の継続的成長に支えられ、緩やかに回復へと向かいました。 

その一方、わが国においては、３月11日に発生した東日本大震災の影響により、それまで回復基調にあった経済

活動は急速に悪化いたしました。 

当社グループの主要な取引先であります自動車産業界におきましては、関連企業の被災により材料・部品等のサ

プライチェーンに甚大な支障が生じ、その結果、自動車メーカー各社とも一時的に大幅な生産調整を余儀なくされ

ました。しかしながら、サプライチェーンの復旧と在庫の復元が急ピッチで進んでおり、秋口ごろの完全復旧とい

う当初見込みも、後に大幅前倒しの可能性が高まるなど、生産の回復基調が鮮明になってきております。 

こうした環境のもと、当社グループといたしましては、取引先及び仕入先との連携を密にし、震災の影響に対処

するとともに、依然としておう盛な需要が続く新興国市場向けの設備投資等への対応に努めました。 

その結果、売上高は37億７千６百万円（前年同四半期比10.2％増）、営業利益２億２千１百万円（前年同四半期

は２千３百万円の営業損失）、経常利益３億２百万円（前年同四半期比1,147.8％増）、四半期純利益２億４百万

円（前年同四半期は２千４百万円の四半期純損失）となりました。 

  

セグメント別の業績は次のとおりであります。 

当第１四半期累計期間より、「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）を適用しているため、前年同期比較に関する情報は記載しておりません。 

①日本 

東日本大震災の影響により、自動車産業界における国内生産は打撃を受けましたが、その一方で新興国市場向け

の設備投資等は好調に推移いたしました。 

その結果、工具、治具、自動車用試作部品等の需要が増加し、売上高は22億５千４百万円、セグメント利益は２

億８千万円となりました。 

②アジア 

中国、韓国、東南アジアの自動車産業界でのおう盛な設備投資意欲等にけん引され、工具の需要が増加いたしま

した。 

その結果、売上高は８億２千２百万円となりましたが、利益面につきましては、生産増加にともなう労務費が増

加したことなどにより、セグメント利益は６千９百万円となりました。 

③北米 

自動車産業界における自動車生産の回復を受け、工具の需要が増加に転じてまいりました。 

その結果、売上高は２億１千５百万円となりましたが、利益面につきましては、徹底的なコスト管理を進めまし

たものの、これを受注量で補うことができず、セグメント損失は９百万円となりました。 

④オセアニア 

豪ドル高にともなう国内製品の競争力低下、クイーンズランドの洪水にともなう建築業界の不振、国内の小売業

界不調等の影響を受け、当地域において販売しております住宅用断熱資材、バブルバック製品の需要は減少いたし

ました。 

その結果、売上高は３億４千３百万円、セグメント利益は１千４百万円となりました。 

⑤その他 

当地域におきましては、売上高は１億４千万円、セグメント利益は１千９百万円となりました。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末の財政状態は、前連結会計年度末と比較して、総資産は９千６百万円増加して191

億８百万円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金が６千７百万円増加したことなどによるものでありま

す。 

また、負債は前連結会計年度末と比較して、２億６千万円減少して71億５千８百万円となりました。これは主

に、短期借入金が２千５百万円減少し、１年内返済予定の長期借入金及び長期借入金が９千１百万円減少したこと

などによるものであります。 

なお、純資産は前連結会計年度末と比較して、主に利益剰余金の増加などにより３億５千６百万円増加して119

億４千９百万円となり、当第１四半期連結会計期間の自己資本比率は57.7％となっております。 

  

キャッシュ・フローの状況につきましては次のとおりであります。  

当第１四半期連結累計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、前連結会

計年度末と比較して、３億３千９百万円減少し、27億２千３百万円となりました。 

当第１四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、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） 

営業活動の結果、得られた資金は１億３千万円（前年同四半期は３億１千万円の資金を使用）となりました。こ

れは主に、たな卸資産の増加額１億５千７百万円の減少要因があったものの、税金等調整前四半期純利益２億８千

３百万円の増加要因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） 

投資活動の結果、使用した資金は３億８千９百万円（前年同四半期は４千８百万円の資金を取得）となりまし

た。これは主に、有価証券の取得・売却による純増減３億４千１百万円の支出、有形固定資産の取得による支出４

千２百万円など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） 

財務活動の結果、使用した資金は１億３千１百万円（前年同四半期比50.3％減）となりました。これは主に、短

期借入金の純増減額２千５百万円の支出、長期借入金の返済による支出１億３百万円などによるものであります。

  

（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、世界経済は引き続き緩やかに回復へと向かうことが予想されます。一方のわが国

においては、東日本大震災からの復旧が急ピッチで進んでおり、景気動向も再び回復基調に転じるとの期待も出て

きておりますが、依然として予断を許さない状態であることに違いはありません。 

こうした中、当社グループにおきましては、コア技術である「特殊ツーリング」を活用し、「特殊工具のオンリ

ーワン・カンパニーとなる」「加工点のトータル・エンジニアリング・カンパニーとなる」というテーマを中長期

的な経営戦略に掲げ、事業力の強化に努めるとともに、短期的には売上と利益の確保に注力いたします。 

これにより通期の連結業績予想につきましては、売上高158億７千万円、利益面では５億７千万円の営業利益、

８億円の経常利益、４億７千万円の当期純利益を見込んでおります。 
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（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出する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 

減価償却費の方法として定率法を採用している固定資産については、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。 

（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 

１．会計処理基準に関する事項の変更 

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）を適用しております。 

なお、これによる損益の影響はありません。 

②資産除去債務に関する会計基準の適用  

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、これによる損益の影響はありません。 

２．表示方法の変更 

「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」の科目で表示しておりま

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。 

  

  

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：千円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成23年５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23年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,727,785 3,082,942 

受取手形及び売掛金 4,303,204 4,235,382 

有価証券 316,362 239,033 

商品及び製品 1,169,179 1,025,762 

仕掛品 355,879 316,256 

原材料及び貯蔵品 310,030 300,458 

繰延税金資産 20,342 20,367 

その他 226,095 322,428 

貸倒引当金 △10,388 △12,268 

流動資産合計 9,418,492 9,530,362 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,507,833 2,492,701 

機械装置及び運搬具（純額） 3,158,866 3,230,196 

土地 1,362,592 1,349,096 

建設仮勘定 6,096 6,782 

その他（純額） 150,670 141,902 

有形固定資産合計 7,186,059 7,220,679 

無形固定資産 169,102 164,983 

投資その他の資産   

投資有価証券 1,937,690 1,708,733 

長期貸付金 5,389 5,749 

繰延税金資産 33,894 32,425 

その他 386,498 378,076 

貸倒引当金 △28,876 △28,876 

投資その他の資産合計 2,334,595 2,096,108 

固定資産合計 9,689,758 9,481,771 

資産合計 19,108,250 19,012,133 
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成23年５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23年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,038,903 1,044,008 

短期借入金 700,000 725,000 

1年内返済予定の長期借入金 368,103 376,791 

未払法人税等 69,228 82,645 

賞与引当金 119,915 32,633 

その他 630,239 802,582 

流動負債合計 2,926,389 3,063,660 

固定負債   

長期借入金 2,196,182 2,278,614 

繰延税金負債 93,931 107,653 

退職給付引当金 1,712,401 1,735,373 

その他 229,706 233,999 

固定負債合計 4,232,221 4,355,640 

負債合計 7,158,610 7,419,301 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,882,016 2,882,016 

資本剰余金 4,165,413 4,165,413 

利益剰余金 5,312,654 5,107,897 

自己株式 △733,081 △733,022 

株主資本合計 11,627,002 11,422,304 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 120,933 183,972 

為替換算調整勘定 △713,771 △865,906 

評価・換算差額等合計 △592,837 △681,934 

少数株主持分 915,475 852,462 

純資産合計 11,949,640 11,592,832 

負債純資産合計 19,108,250 19,012,133 
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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：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年５月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年５月31日) 

売上高 3,427,924 3,776,364 

売上原価 2,800,771 2,885,958 

売上総利益 627,153 890,405 

販売費及び一般管理費 651,030 669,039 

営業利益又は営業損失（△） △23,877 221,366 

営業外収益   

受取利息 15,471 13,316 

受取配当金 1,445 1,726 

持分法による投資利益 19,400 21,777 

為替差益 13,662 39,649 

その他 42,335 28,567 

営業外収益合計 92,315 105,038 

営業外費用   

支払利息 22,892 19,002 

デリバティブ評価損 15,096 － 

その他 6,195 4,777 

営業外費用合計 44,184 23,780 

経常利益 24,253 302,624 

特別利益   

固定資産売却益 7,779 18 

貸倒引当金戻入額 4,287 2,302 

特別利益合計 12,067 2,320 

特別損失   

固定資産除売却損 9 4,509 

投資有価証券評価損 1,247 16,871 

その他 1 － 

特別損失合計 1,258 21,381 

税金等調整前四半期純利益 35,062 283,563 

法人税、住民税及び事業税 35,831 44,996 

法人税等調整額 △7,036 2,491 

法人税等合計 28,795 47,487 

少数株主損益調整前四半期純利益 － 236,075 

少数株主利益 30,586 31,318 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △24,319 204,757 
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年５月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 

 至 平成23年５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 35,062 283,563 

減価償却費 212,261 204,230 

のれん償却額 542 542 

負ののれん償却額 △242 － 

デリバティブ評価損益（△は益） 15,096 △5,047 

持分法による投資損益（△は益） △19,400 △21,777 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 15,139 △25,643 

賞与引当金の増減額（△は減少） 34,374 87,282 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,993 △2,416 

受取利息及び受取配当金 △16,917 △15,043 

支払利息 22,892 19,002 

有形固定資産除売却損益（△は益） △7,770 4,491 

投資有価証券売却損益（△は益） 1 － 

投資有価証券評価損益（△は益） 1,247 16,871 

売上債権の増減額（△は増加） △296,737 △5,656 

たな卸資産の増減額（△は増加） △29,247 △157,995 

仕入債務の増減額（△は減少） △251,711 △21,180 

その他 58,300 △179,802 

小計 △231,101 181,422 

利息及び配当金の受取額 14,936 14,330 

利息の支払額 △12,789 △9,893 

法人税等の支払額 △81,771 △55,259 

営業活動によるキャッシュ・フロー △310,726 130,600 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △566,988 △609,487 

有価証券の売却による収入 610,046 268,209 

有形固定資産の取得による支出 △2,876 △42,980 

有形固定資産の売却による収入 21,397 416 

貸付けによる支出 △633 △288 

貸付金の回収による収入 1,356 909 

その他 △13,792 △6,137 

投資活動によるキャッシュ・フロー 48,508 △389,358 

富士精工㈱(6142) 平成24年２月期第１四半期決算短信

- 8 -



（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年５月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 

 至 平成23年５月31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） △150,000 △25,000 

長期借入金の返済による支出 △110,803 △103,988 

自己株式の取得による支出 △272 △59 

配当金の支払額 △36 △3 

少数株主への配当金の支払額 △2,805 △631 

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △1,590 

財務活動によるキャッシュ・フロー △263,918 △131,274 

現金及び現金同等物に係る換算差額 32,139 50,825 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △493,996 △339,206 

現金及び現金同等物の期首残高 4,175,433 3,062,942 

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,681,437 2,723,735 
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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１四半期連結累計期間（自平成22年３月１日 至平成22年５月31日） 

（注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。  

２．各事業の主な製品 

(1）超硬工具関連事業……ホルダー、チップ、バイト、カッター・ドリル・リーマ 

(2）自動車部品関連事業…自動車用試作部品 

(3）包装資材関連事業……緩衝梱包材・保温材・エアーセルマットの製造及び販売 

(4）その他事業……………機械工具の設計及び販売、機械の販売、金型の製造及び販売 
  

【所在地別セグメント情報】 

前第１四半期連結累計期間（自平成22年３月１日 至平成22年５月31日） 

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1）アジア………………韓国・中国・インドネシア 

(2）北米…………………米国 

(3）オセアニア…………豪州  

(4）その他の地域………英国・ポーランド 
  

【海外売上高】 

前第１四半期連結累計期間（自平成22年３月１日 至平成22年５月31日） 

 （注）１．国又は地域の区分は、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 

 (1）アジア………………韓国・中国・インドネシア 

(2）北米…………………米国 

(3）オセアニア…………豪州  

(4）その他の地域………英国・ポーランド 

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

  
超硬工具 
関連事業 
(千円) 

自動車部品
関連事業 
(千円) 

包装資材 
関連事業 
(千円) 

その他事業 
(千円) 

計 
(千円) 

消去又は 
全社 

(千円) 

連結 
(千円) 

売上高               

(1）外部顧客に対する売上高  2,697,736  263,545  368,690  97,952  3,427,924           －  3,427,924

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 3,184  －  －  32,428  35,612    ( )35,612  －

計  2,700,920  263,545  368,690  130,380  3,463,537     ( )35,612  3,427,924

営業利益又は営業損失（△）  95,902  61,285  29,690  △15,992  170,886     ( )194,764  △23,877

  
日本 

(千円) 
アジア 
(千円) 

北米 
(千円) 

オセアニア 
(千円) 

その他の地域 
(千円) 

計 
(千円) 

消去又は全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

売上高                 

(1）外部顧客に対する売上高  2,070,808  698,248  206,909  368,690  83,267  3,427,924       －  3,427,924

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 244,830  83,269  －  －  1,748  329,848    ( )329,848  －

計  2,315,639  781,518  206,909  368,690  85,015  3,757,773    ( )329,848  3,427,924

営業利益又は営業損失（△）  △106,411  76,533  591  29,690  △3,638  △3,235    ( )20,642  △23,877

  アジア   北米 オセアニア その他の地域 計 

海外売上高（千円）  711,096  206,909  368,690  83,458  1,370,154

連結売上高（千円）  －  －  －  －  3,427,924

連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 20.8  6.0  10.8  2.4  40.0
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【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、主に超硬工具関連事業等ならびにこれらの附帯事業を事業内容としており、国内においては当社及

び連結子会社１社が、海外においてはアジア（韓国、中国、インドネシア）、北米（米国）、欧州（英国、ポ

ーランド）及び包装資材関連事業を事業内容とするオセアニア（豪州）においてそれぞれの現地法人が事業を

行っております。 

現地法人はそれぞれ独立した経営単位であり、各地域における戦略を立案し、事業活動を展開しておりま

す。なお、包括的なグループ経営方針等については当社がすべて統括し、各現地法人へ指示しております。 

したがって、当社は生産・販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、「日本」、「ア

ジア」、「北米」及び「オセアニア」の４つを報告セグメントとしております。 

  

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１四半期連結累計期間（自平成23年３月１日 至平成23年５月31日） 

（単位：千円）

(注) １ 「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、欧州の現地法人の事業活動

であります。 

   ２ セグメント利益又は損失(△)の調整額△151,444千円には、セグメント間取引消去13,867千円、各報告

セグメントに配分していない全社費用△165,311千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当社の管理部門と研究開発に係る費用であります。 

   ３ セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

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 

該当事項はありません。  

  

（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。  

  

該当事項はありません。  

  

  

  報告セグメント  
その他 
(注)１  合計  調整額 

(注)２  

四半期連結 
損益計算書 

計上額  
(注)３    日本 アジア 北米 オセアニア 計 

売上高                   

外部顧客への

売上高 
 2,254,655  822,151  215,286  343,405  3,635,499  140,864     3,776,364  －  3,776,364

セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 410,207  107,338  13  －  517,559  1,679      519,238  △519,238  －

計  2,664,862  929,489  215,300  343,405  4,153,058  142,544     4,295,602  △519,238  3,776,364

セグメント利益   

又は損失（△） 
 280,058  69,124  △9,786  14,109  353,506  19,304      372,810  △151,444  221,366

（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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