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（百万円未満切捨て） 
1. 平成24年2月期第3四半期の連結業績（平成23年3月1日～平成23年11月30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3四半期 11,548 11.3 480 563.0 518 116.0 368 ― 

23年2月期第3四半期 10,374 55.4 72 ― 239 ― △62 ― 

 

 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3四半期 19.46 ― 

23年2月期第3四半期 △3.29 ― 

 

 (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3四半期 18,481 11,519 58.2 568.34 

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3四半期 10,752百万円   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 ― 0.00 ―   

24年2月期（予想）    2.00 2.00 

（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の内訳  普通配当０円00銭 記念配当２円00銭（上場30周年記念配当） 
平成23年７月８日公表の平成24年２月期の期末配当金予想について修正しております。 
なお、当該配当金予想の修正に関しましては、本日平成24年１月13日公表の「配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照くだ
さい。 

 

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、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 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 無 

 

 



 

 

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3Q 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3Q  2,615,202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3Q 18,919,572株 平成23年2月期3Q  18,923,236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連結財務諸表のレビュー手続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、業績予想の前提となる事項等につきましては、【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」をご参
照ください。 
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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世界経済は、中国をはじめとする新興国の成長が継続する一方で、米国・欧
州など先進国は景気減速感が強まるなど、二極化の様相を呈することとなりました。 
また、わが国においては、平成23年３月11日に発生した東日本大震災により甚大な被害を受けましたが、復興に
向けた動きに支えられ、経済活動は持ち直しつつあります。しかしながら原子力災害の影響や円高の長期化などに
より、依然として先行きは不透明な状況にあります。 
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み、秋口ごろの完全復旧という当初
見込みも大幅に前倒しされるなど生産の回復基調が鮮明となりました。また、タイにおける水害により、サプライ
チェーンに影響を受けましたが、回復に向かっております。 
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。 
この結果、当第３四半期連結累計期間につきましては、売上高115億４千８百万円（前年同四半期比11.3％
増）、営業利益４億８千万円（前年同四半期比563.0％増）、経常利益５億１千８百万円（前年同四半期比 
116.0％増）、四半期純利益３億６千８百万円（前年同四半期は６千２百万円の四半期純損失）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。 
 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  
国内の自動車生産は、東日本大震災による被害から復旧し、回復基調にあります。また新興国市場向けの設備投
資等が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73億９百万円、セグメント利益は８億１
千５百万円となりました。 
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24億８千４百万円、セグメント利益は１億６千５百万円となりました。 
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５億７千２百万円となりましたが、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３千５百万円となりました。 
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８億８千６百万円、セグメント利益は４千５百万円となりました。 
⑤その他 
当地域におきましては、売上高は２億９千４百万円、セグメント利益は２百万円となりました。 
  

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 
総資産は、前連結会計年度末と比較して、総資産は５億３千万円減少して184億８千１百万円となりました。こ
れは主に、現金及び預金が７億３千５百万円、機械装置及び運搬具が３億５百万円それぞれ減少し、受取手形及び
売掛金が２億４千５百万円、投資有価証券が３億３百万円それぞれ増加したことなどによるものであります。 
負債は、前連結会計年度末と比較して、４億５千６百万円減少して69億６千２百万円となりました。これは主
に、支払手形及び買掛金が８千９百万円、短期借入金が７千５百万円、長期借入金が３億１千万円減少したことな
どによるものであります。 
純資産は、前連結会計年度末と比較して、７千３百万円減少して115億１千９百万円となりました。これは主
に、その他有価証券評価差額金が１億２千７百万円、為替換算調整勘定が２億２千８百万円、少数株主持分が８千
８百万円それぞれ減少し、利益剰余金が３億６千８百万円増加したことなどによるものです。  
なお、当第３四半期連結会計期間末の自己資本比率は58.2％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３四半期連結会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、７億３千１百万円減少し、23億３千１百万円となりました。 
当第３四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６億５千９百万円（前年同四半期は２億７千３百万円の資金を使用）となりま
した。 
これは主に、売上債権の増加額３億６百万円、仕入債務の増加額１千４百万円など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９億６千５百万円（前年同四半期比93.7％増）となりました。 
これは主に、有価証券の取得による支出13億５千４百万円、有形固定資産の取得による支出３億７千１百万円な
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３億４千万円（前年同四半期比32.3％減）となりました。 
これは主に、長期借入金の返済による支出２億４千１百万円、短期借入金の純減少額７千５百万円などによるも
のであります。  
  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 
平成24年２月期の通期連結業績予想につきましては、平成23年７月８日に公表いたしました連結業績予想に変更
はございません。  
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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 
１．簡便な会計処理  
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、第２四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 
 定率法を採用している固定資産については、当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。  

２．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  
 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  
 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３四半期連結会計期間末 
(平成23年11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23年２月28日) 

資産の部   
流動資産   
現金及び預金 2,347,881 3,082,942 
受取手形及び売掛金 4,481,218 4,235,382 
有価証券 263,912 239,033 
商品及び製品 1,183,916 1,025,762 
仕掛品 370,086 316,256 
原材料及び貯蔵品 279,335 300,458 
繰延税金資産 11,768 20,367 
その他 229,722 322,428 
貸倒引当金 △11,663 △12,268 

流動資産合計 9,156,179 9,530,362 

固定資産   
有形固定資産   
建物及び構築物（純額） 2,370,695 2,492,701 
機械装置及び運搬具（純額） 2,924,663 3,230,196 
土地 1,315,369 1,349,096 
建設仮勘定 5,880 6,782 
その他（純額） 131,521 141,902 
有形固定資産合計 6,748,128 7,220,679 

無形固定資産 163,085 164,983 
投資その他の資産   
投資有価証券 2,012,555 1,708,733 
長期貸付金 4,933 5,749 
繰延税金資産 51,140 32,425 
その他 374,894 378,076 
貸倒引当金 △29,235 △28,876 

投資その他の資産合計 2,414,288 2,096,108 

固定資産合計 9,325,503 9,481,771 

資産合計 18,481,682 19,012,133 
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末 
(平成23年11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23年２月28日) 

負債の部   
流動負債   
支払手形及び買掛金 954,280 1,044,008 
短期借入金 650,000 725,000 
1年内返済予定の長期借入金 412,509 376,791 
未払法人税等 37,462 82,645 
賞与引当金 225,751 32,633 
その他 766,182 802,582 
流動負債合計 3,046,187 3,063,660 

固定負債   
長期借入金 1,967,976 2,278,614 
退職給付引当金 1,655,570 1,735,373 
繰延税金負債 84,559 107,653 
その他 208,181 233,999 
固定負債合計 3,916,288 4,355,640 

負債合計 6,962,475 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 5,476,129 5,107,897 
自己株式 △733,284 △733,022 

株主資本合計 11,790,274 11,422,304 
評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 56,120 183,972 
為替換算調整勘定 △1,094,205 △865,906 

評価・換算差額等合計 △1,038,085 △681,934 

新株予約権 2,987 － 
少数株主持分 764,030 852,462 
純資産合計 11,519,206 11,592,832 

負債純資産合計 18,481,682 19,012,133 
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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：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年11月30日) 

売上高 10,374,963 11,548,197 
売上原価 8,315,945 9,057,371 
売上総利益 2,059,017 2,490,826 
販売費及び一般管理費 1,986,609 2,010,735 
営業利益 72,408 480,091 

営業外収益   
受取利息 37,762 41,907 
受取配当金 11,469 10,650 
持分法による投資利益 58,247 56,236 
デリバティブ評価益 69,973 27,585 
雇用調整助成金 10,077 － 
その他 112,256 67,293 
営業外収益合計 299,787 203,673 

営業外費用   
支払利息 61,839 52,735 
売上割引 12,336 9,854 
為替差損 47,049 100,466 
その他 11,077 2,541 
営業外費用合計 132,303 165,598 

経常利益 239,892 518,166 
特別利益   
固定資産売却益 21,980 598 
その他 4,214 395 
特別利益合計 26,195 993 

特別損失   
固定資産除売却損 3,366 7,125 
投資有価証券評価損 157,699 8,140 
ゴルフ会員権評価損 － 2,125 
その他 1 358 
特別損失合計 161,067 17,749 

税金等調整前四半期純利益 105,020 501,409 

法人税、住民税及び事業税 93,778 90,897 
法人税等調整額 8,896 1,054 
法人税等合計 102,675 91,952 

少数株主損益調整前四半期純利益 － 409,457 

少数株主利益 64,642 41,225 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △62,297 368,231 
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年11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 105,020 501,409 
減価償却費 616,501 592,630 
持分法による投資損益（△は益） △58,247 △56,236 
退職給付引当金の増減額（△は減少） △34,277 △76,416 
賞与引当金の増減額（△は減少） 83,813 193,118 
貸倒引当金の増減額（△は減少） △9,364 820 
受取利息及び受取配当金 △49,232 △52,558 
支払利息 61,839 52,735 
有形固定資産除売却損益（△は益） △18,614 6,527 
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） 157,699 8,140 
デリバティブ評価損益（△は益） △69,973 △27,585 
売上債権の増減額（△は増加） △712,798 △306,450 
たな卸資産の増減額（△は増加） △157,028 △236,541 
仕入債務の増減額（△は減少） △124,820 14,816 
その他 50,011 140,875 

小計 △159,469 755,286 

利息及び配当金の受取額 54,740 90,441 
利息の支払額 △50,032 △42,916 
法人税等の支払額 △118,684 △143,530 

営業活動によるキャッシュ・フロー △273,446 659,281 

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 △20,000 － 
有価証券の取得による支出 △1,147,652 △1,354,727 
有価証券の売却による収入 794,228 869,027 
有形固定資産の取得による支出 △173,607 △371,108 
有形固定資産の売却による収入 43,531 2,110 
子会社株式の取得による支出 － △88,601 
貸付けによる支出 △1,643 △1,455 
貸付金の回収による収入 3,630 2,647 
その他 3,294 △23,032 

投資活動によるキャッシュ・フロー △498,218 △965,139 
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年11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） △150,000 △75,000 
長期借入金の返済による支出 △338,702 △241,411 
ファイナンス・リース債務の返済による支出 △1,060 △4,772 
自己株式の売却による収入 39 － 
自己株式の取得による支出 △296 △261 
配当金の支払額 △888 △846 
少数株主への配当金の支払額 △12,091 △18,339 

財務活動によるキャッシュ・フロー △502,999 △340,631 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △55,982 △84,728 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,330,646 △731,218 

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 2,844,787 2,331,723 
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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３四半期連結累計期間（自平成22年３月１日 至平成22年11月30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 

  
【所在地セグメント情報】  
前第３四半期連結累計期間（自平成22年３月１日 至平成22年11月30日） 

 （注）１．国または地域の区分は、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または地域 
(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３四半期連結累計期間（自平成22年３月１日 至平成22年11月30日） 

 （注）１．国または地域の区分は、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または地域 
 (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また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  8,280,759  761,891  1,061,238  271,073  10,374,963  －  10,374,963

(2）セグメント間の内部売上高又は
振替高  11,681  －  －  129,457  141,138    ( )141,138  －

計  8,292,440  761,891  1,061,238  400,530  10,516,101     ( )141,138  10,374,963

営業利益又は営業損失（△）  350,891  170,836  66,277  △21,453  566,551   ( )494,142  72,408

  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  6,394,341  2,199,136  502,076  1,061,238  218,170  10,374,963  －  10,374,963

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 749,369  268,264  196  －  5,680  1,023,510  ( )1,023,510  －

計  7,143,710  2,467,400  502,273  1,061,238  223,850  11,398,473  ( )1,023,510  10,374,963

営業利益又は営業損失（△）  314,715  239,157  △52,729  66,277  △13,296  554,124  ( )481,716  72,408

  アジア 北米 オセアニア その他の地域 計 

海外売上高（千円）  2,268,071  502,076  1,061,238  218,170  4,049,557

連結売上高（千円）  －  －  －  －  10,374,963

連結売上高に占める海外売上高の
割合（％） 

 21.9  4.8  10.2  2.1  39.0
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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３四半期連結累計期間（自平成23年９月１日 至平成23年11月30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△513,434千円には、セグメント間取引消去29,257千円、各報告
セグメントに配分していない全社費用△542,692千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）  
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 
 7,309,601  2,484,649  572,306  886,957  11,253,515  294,682  11,548,197  －  11,548,197

セグメント間

の内部売上高

又は振替高 
 1,046,455  300,565  519  －  1,347,540  3,838  1,351,379  △1,351,379  －

計  8,356,057  2,785,214  572,825  886,957  12,601,055  298,521  12,899,577  △1,351,379  11,548,197

セグメント利益  

又は損失（△） 
 815,633  165,085  △35,151  45,542  991,110  2,415  993,525  △513,434  480,091

（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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