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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第2四半期 17,194 5.8 864 113.6 913 138.9 427 ―

24年3月期第2四半期 16,245 △2.3 404 △69.7 382 △69.1 △146 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 93百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 △397百万円 （―％）

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

25年3月期第2四半期 14.81 ―

24年3月期第2四半期 △5.08 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 40,850 26,384 54.8
24年3月期 40,555 26,290 55.6

（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  22,367百万円 24年3月期  22,546百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

24年3月期 ― 4.00 ― 5.00 9.00
25年3月期 ― 6.00

25年3月期（予想） ― 6.00 12.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日） 
 

（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有  
 

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 35,300 7.1 1,500 127.8 1,600 91.3 550 ― 19.04



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
（注）詳細は、添付資料４ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項」（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は、添付資料４ページ「２．サマリー情報
（注記事項）に関する事項」（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示をご覧ください。 

(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、四半期連結財務諸表に対す
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記述は、当社が現在入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後様々な要因
によって異なる結果となる場合があります。なお、業績予想に関する事項につきましては、四半期決算短信（添付資料）４ページ「業績予想に関する定性的情報」
をご覧ください。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  有

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 28,978,860 株 24年3月期 28,978,860 株

② 期末自己株式数 25年3月期2Q 90,878 株 24年3月期 90,776 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 28,888,042 株 24年3月期2Q 28,888,247 株
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１．当四半期決算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における国内経済は、企業収益・設備投資の持ち直しや雇用情

勢の改善など景気は底堅さがみられるものの、デフレの影響や世界景気減速の影響などが懸

念され、先行きは不透明な状況にあります。一方、世界経済は、回復傾向にあるものの、ア

ジア地域における景気拡大の鈍化など全体としては減速感が広がっており、欧州地域におけ

る財政不安の影響も懸念されます。 

また、当社グループが関連する自動車業界におきましては、国内では、震災復興需要やエ

コカー補助金の効果などから好調に推移しました。海外では、新興市場における需要拡大や

米国市場の回復などを背景に、概ね堅調な推移となりましたが、欧州市場の低調や新興国に

おける二輪車需要伸長の鈍化などの不安要素を抱えております。 

このような状況のもと、当社グループは、「基盤強化」、「永続的発展」、「企業風土改革」を

柱とする経営方針の達成に鋭意取り組むとともに、生産体制の合理化、海外事業展開の推進、

新技術・新商品の開発など、諸施策を積極的に展開してまいりました。 

当第２四半期連結累計期間の業績としましては、国内事業では、自動車生産の回復や震災

復興需要等を背景に好調に推移し、震災影響により減産を余儀なくされた前年同期に比べ大

幅な増収となりました。海外事業では、円高による為替影響やローン規制等によるアジア地

域における二輪車需要鈍化の影響などはあったものの、自動車需要が回復傾向にある北米地

域においては生産が急回復いたしました。 

この結果、売上高は、171 億 94 百万円（前年同期比 5.8%増）となりました。損益面につき

ましては、北米地域における生産の急回復による影響はあったものの、震災影響からの回復

および各種コスト低減施策の効果、更に遊休固定資産の売却による特別利益の計上などによ

り、前年同期に比べ増益となる、営業利益８億 64 百万円（前年同期比 113.6%増）、経常利益

９億 13 百万円（前年同期比 138.9%増）、四半期純利益４億 27 百万円（前年同期は四半期純

損失１億 46 百万円）となりました。 

なお、第１四半期連結会計期間より、韓国における持分法適用関連会社の子会社である北

京柳成新和汽車部件有限公司（中国においてバルブリフターを製造）について持分法を適用

しております。 

 

報告セグメントの種類別の業績は次のとおりであります。 

 

＜小型エンジンバルブ＞ 

国内事業では、四輪車用エンジンバルブは震災影響からの回復に加え、軽自動車向け製品

の新規立ち上がりや海外向け製品の好調などにより増収となりました。二輪車用エンジンバ

ルブは震災影響からの回復による増加はあったものの、中大型車向け製品の低調により減収

となりました。海外事業においては、アジア地域では、円高による為替影響やインドネシア

におけるローン規制による二輪車需要鈍化の影響などにより減収となりました。北米地域で

は、同地域の需要回復にともなう生産の急回復により大幅な増収となりました。 

汎用エンジンバルブにつきましては、欧米向け製品の減少などから減収となりました。 

当セグメントの損益面につきましては、北米地域においては、震災やタイ洪水の影響によ

り落ち込んだ生産の急回復対応によるコスト増加により当初の見込みを大きく下回る結果と

なったものの、前年同期に比べ増益となりました。 

この結果、当セグメントの売上高は、122 億 44 百万円（前年同期比 14.6%増）、セグメント

利益（営業利益）は、７億 89 百万円（前年同期比 262.7%増）となりました。 

 

 

日鍛バルブ(株)（6493）　平成25年3月期　第2四半期決算短信

2



 

＜舶用部品＞ 

舶用関連製品につきましては、前年同期に比べ震災にともなう需要が減少しているものの、

発電機の更新需要などから補給部品・大型機種の受注が好調に推移し、前年同期と同水準と

なりました。 

この結果、当セグメントの売上高は、15 億 54 百万円（前年同期比 0.5%増）、セグメント利

益（営業利益）は、１億 46 百万円（前年同期比 7.2%増）となりました。 

 

＜可変動弁・歯車＞ 

可変動弁につきましては、震災影響からの生産回復はあったものの、モデル切り替えによ

る受注減少により減収となりました。 

精密鍛造歯車につきましては、自動車用製品では、一部の海外向け製品は減少したものの、

新興国向け中大型機種製品の好調や国内の震災復興需要により増収となりました。産業機械

用製品は横ばいとなりました。 

この結果、当セグメントの売上高は、26 億９百万円（前年同期比 8.4%減）、セグメント損

失（営業損失）は、25 百万円（前年同期はセグメント利益（営業利益）10 百万円）となりま

した。 

 

＜その他＞ 

バルブリフターにつきましては、主力製品の減少および一部製品の生産終了などにより大

幅な減収となりました。 

この結果、当セグメントの売上高は、13 億７百万円（前年同期比 22.0%減）、セグメント損

失（営業損失）は、８百万円（前年同期はセグメント利益（営業利益）75 百万円）となりま

した。なお、当セグメントの売上高は、セグメント間の内部売上高又は振替高を含んでおり

ます。 

 

 

（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２四半期連結会計期間末における総資産は、408 億 50 百万円となり、前連結会計年度

末と比較して２億 95 百万円の増加となりました。 

資産の部の流動資産は、172 億 52 百万円となり、前連結会計年度末と比較して３億 27 百

万円の増加となりました。この主な要因は商品及び製品が４億 38 百万円増加したことなどに

よるものであります。 

固定資産は、235 億 98 百万円となり、前連結会計年度末と比較して 32 百万円の減少とな

りました。この主な要因は投資有価証券が９億 90 百万円減少したことなどによるものであり

ます。 

負債の部の流動負債は、104 億 65 百万円となり、前連結会計年度末と比較して６億 64 百

万円の増加となりました。この主な要因は短期借入金が 12 億 30 百万円増加したことなどに

よるものであります。 

固定負債は、40 億１百万円となり、前連結会計年度末と比較して４億 62 百万円の減少と

なりました。この主な要因は繰延税金負債が４億 44 百万円減少したことなどによるものであ

ります。 

純資産の部では、263 億 84 百万円となり、前連結会計年度末と比較して 93 百万円の増加

となりました。この主な要因は利益剰余金が４億 80 百万円増加したことなどによるものであ

ります。 
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②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（以下「資金」という）の残高

は、34 億 87 百万円となり、前連結会計年度末と比較して 59 百万円の増加となりました。 

営業活動より得られた資金は、前年同四半期に比べ８億 68 百万円増加し 17 億 31 百万円と

なりました。この主な要因は税金等調整前四半期純利益が７億 34 百万円増加したことによる

ものであります。 

投資活動により使用した資金は、前年同四半期に比べ 16 億 78 百万円増加し 27 億 21 百万

円となりました。この主な要因は有形及び無形固定資産の取得による支出が 10 億 75 百万円

増加したことによるものです。 

財務活動により得られた資金は、前年同四半期に比べ 14 億 56 百万円増加し 10 億 46 百万

円となりました。この主な要因は短期借入金の増減額が９億５百万円増加したことによるも

のです。 

 

 

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 

通期の業績予想につきましては、平成24年5月11日公表の連結及び個別の業績予想を修正いたし

ます。 

詳細につきましたは本日（平成24年10月31日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお

知らせ」をご覧ください。 

 

 

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項 

 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 
該当事項はありません。 

 
（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 

○法人税等の計算 

当連結会計年度の税引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、税引

前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。ただし、当該見積実

効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用

する方法によっております。なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 

 

 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成

24 年４月１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却

の方法に変更しております。 

 これにより、従来の方法に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び

税金等調整前四半期純利益はそれぞれ 15,634 千円増加しております。 
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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：千円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,428,649 3,487,791

受取手形及び売掛金 6,503,211 6,047,673

商品及び製品 1,814,867 2,253,267

仕掛品 1,289,579 1,538,723

原材料及び貯蔵品 1,886,474 1,973,936

繰延税金資産 743,098 744,682

その他 1,259,512 1,206,635

流動資産合計 16,925,393 17,252,710

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,500,904 5,381,062

機械装置及び運搬具（純額） 6,479,291 7,190,238

土地 1,313,967 1,296,500

建設仮勘定 1,157,308 1,116,909

その他（純額） 524,946 529,342

有形固定資産合計 14,976,418 15,514,053

無形固定資産   

のれん 596,650 431,811

その他 456,195 446,963

無形固定資産合計 1,052,845 878,775

投資その他の資産   

投資有価証券 7,148,433 6,158,066

長期貸付金 68,448 66,486

繰延税金資産 177,794 232,050

その他 206,423 748,844

投資その他の資産合計 7,601,100 7,205,446

固定資産合計 23,630,364 23,598,275

資産合計 40,555,758 40,850,985
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,325,088 4,321,570

短期借入金 1,385,960 2,616,259

未払法人税等 76,586 231,599

繰延税金負債 497,397 561,672

賞与引当金 337,245 379,159

役員賞与引当金 32,450 －

その他 3,146,298 2,354,943

流動負債合計 9,801,027 10,465,204

固定負債   

長期未払金 288,080 147,884

長期借入金 687,500 776,240

繰延税金負債 738,302 293,572

退職給付引当金 2,481,525 2,512,888

その他 268,745 271,072

固定負債合計 4,464,155 4,001,657

負債合計 14,265,182 14,466,862

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,530,543 4,530,543

資本剰余金 4,506,955 4,506,955

利益剰余金 12,623,437 13,103,852

自己株式 △45,318 △45,345

株主資本合計 21,615,617 22,096,005

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2,897,694 2,120,628

為替換算調整勘定 △1,967,171 △1,848,736

その他の包括利益累計額合計 930,522 271,891

少数株主持分 3,744,435 4,016,226

純資産合計 26,290,575 26,384,122

負債純資産合計 40,555,758 40,850,985
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
 四半期連結損益計算書 
 第２四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 16,245,649 17,194,089

売上原価 14,328,608 14,823,287

売上総利益 1,917,041 2,370,801

販売費及び一般管理費 1,512,387 1,506,469

営業利益 404,653 864,332

営業外収益   

受取利息 11,035 11,480

受取配当金 61,663 66,718

持分法による投資利益 30,052 50,498

雑収入 27,608 50,819

営業外収益合計 130,359 179,517

営業外費用   

支払利息 11,888 26,687

為替差損 132,913 93,298

雑損失 7,946 10,571

営業外費用合計 152,749 130,557

経常利益 382,263 913,292

特別利益   

固定資産売却益 1,756 202,983

特別利益合計 1,756 202,983

特別損失   

固定資産売却損 4,883 －

固定資産除却損 65,652 9,950

投資有価証券評価損 － 53,550

ゴルフ会員権評価損 － 4,817

特別損失合計 70,536 68,317

税金等調整前四半期純利益 313,483 1,047,958

法人税等 119,565 328,651

少数株主損益調整前四半期純利益 193,918 719,306

少数株主利益 340,804 291,373

四半期純利益又は四半期純損失（△） △146,886 427,933
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 四半期連結包括利益計算書 
 第２四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 193,918 719,306

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △767,267 △777,076

為替換算調整勘定 137,060 124,139

持分法適用会社に対する持分相当額 38,595 27,313

その他の包括利益合計 △591,611 △625,622

四半期包括利益 △397,693 93,684

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △757,267 △230,698

少数株主に係る四半期包括利益 359,574 324,382
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24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 313,483 1,047,958

減価償却費 1,091,872 1,197,506

のれん償却額 175,408 167,064

退職給付引当金の増減額（△は減少） △446,583 32,633

受取利息及び受取配当金 △72,698 △78,199

支払利息 11,888 26,687

持分法による投資損益（△は益） △30,052 △50,498

投資有価証券評価損益（△は益） － 53,550

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） 68,780 △193,033

売上債権の増減額（△は増加） △825,387 470,163

たな卸資産の増減額（△は増加） 30,911 △766,276

仕入債務の増減額（△は減少） 313,703 △13,814

未払消費税等の増減額（△は減少） 10,132 4,014

その他 410,087 △43,106

小計 1,051,547 1,854,649

利息及び配当金の受取額 72,694 78,199

利息の支払額 △13,462 △23,955

法人税等の支払額 △247,690 △177,544

営業活動によるキャッシュ・フロー 863,088 1,731,348

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形及び無形固定資産の取得による支出 △1,377,867 △2,453,146

有形及び無形固定資産の売却による収入 9,858 256,160

投資有価証券の取得による支出 △4,037 △4,360

関係会社出資金の払込による支出 － △581,890

貸付けによる支出 △11,597 △4,347

貸付金の回収による収入 330,509 32,830

その他 10,101 32,990

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,043,033 △2,721,762

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額（△は減少） 320,000 1,225,939

長期借入れによる収入 － 236,740

長期借入金の返済による支出 △153,000 △148,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △5,668 △16,250

自己株式の取得による支出 △39 △27

配当金の支払額 △173,365 △145,201

少数株主への配当金の支払額 △397,858 △106,435

財務活動によるキャッシュ・フロー △409,932 1,046,764

現金及び現金同等物に係る換算差額 △38,171 2,790

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △628,048 59,141

現金及び現金同等物の期首残高 3,662,897 3,428,649

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,034,848 3,487,791
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（４）継続企業の前提に関する注記 
 
   当第２四半期連結累計期間（自 平成 24 年４月１日 至 平成 24 年９月 30 日） 
    該当事項はありません。 
 
 
（５）セグメント情報等 
   【セグメント情報】 
   
 Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成 23 年４月１日 至 平成 23 年９月 30 日） 
 

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報 
(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、バルブリフ 

ター・工作機械製造販売、高圧洗浄、シリンダーヘッド修理、ロイヤルティー等を含ん

でおります。 
   ２.  セグメント利益の調整額△35,864 千円は、セグメント間取引消去 43,892 千円、各報

告セグメントに配分されない全社費用△79,757 千円であります。全社費用は、主に報

告セグメントに帰属しない親会社の一般管理費に係る費用であります。 
   ３. 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おります。 

報告セグメント  
小型 

エンジン

バルブ  

舶用部品 
可変動弁･

歯 車 
計 

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 

売上高         
(1)外部顧客への

売上高 
10,671,142 1,546,990 2,848,515 15,066,648 1,179,001 16,245,649        － 16,245,649

(2)セグメント間

の内部売上高

又は振替高 
16,935        523        － 17,459 497,535 514,995 △514,995        － 

計 10,688,078 1,547,513 2,848,515 15,084,108 1,676,537 16,760,645 △514,995 16,245,649

セグメント利益 217,736 136,713    10,627 365,077 75,440 440,517 △35,864 404,653
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Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成 24 年４月１日 至 平成 24 年９月 30 日） 
 

1. 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 
                                                                           (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、バルブリフ 

ター・工作機械製造販売、高圧洗浄、シリンダーヘッド修理、ロイヤルティー等を含ん

でおります。 
   ２.  セグメント利益の調整額△37,915 千円は、セグメント間取引消去 62,615 千円、各報

告セグメントに配分されない全社費用△100,531 千円であります。全社費用は、主に報

告セグメントに帰属しない親会社の一般管理費に係る費用であります。 
   ３. 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おります。 

 
２．報告セグメントの変更等に関する事項 

会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更に記載のとおり、法人税法の改

正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成 24 年４月１日以後取得した有形固定資産について

は、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更したため、報告セグメントの減価償却の方

法を改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。 
当該変更により、従来の方法に比べて、当第２四半期連結累計期間の「小型エンジンバルブ」

のセグメント利益が 10,051 千円増加し、「舶用部品」のセグメント利益が 514 千円増加し、「可

変動弁・歯車」のセグメント利益が 4,533 千円増加し、「その他」のセグメント利益が 534 千円増

加しております。 
 
 
（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 
   当第２四半期連結累計期間（自 平成 24 年４月１日 至 平成 24 年９月 30 日） 
    該当事項はありません。 

 

報告セグメント  
小型 

エンジン

バルブ  

舶用部品 
可変動弁･

歯 車 
計 

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 

売上高         
(1)外部顧客への

売上高 
12,244,137 1,554,662 2,609,329 16,408,128 785,960 17,194,089        － 17,194,089

(2)セグメント間

の内部売上高

又は振替高 
       －        －         －        － 521,842 521,842 △521,842        － 

計 12,244,137 1,554,662 2,609,329 16,408,128 1,307,803 17,715,932 △521,842 17,194,089

セグメント利益

又はセグメント

損失(△) 
789,667 146,595 △25,882 910,381 △8,133 902,247 △37,915 864,332
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４．参考情報 
（１）所在地別セグメント 
  Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成 23 年４月１日 至 平成 23 年９月 30 日） 

 日本  

（千円） 
アジア 

（千円） 
北米 

（千円）

欧州 

（千円）

合計  
（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 
10,437,520 3,899,148 1,743,459 165,521 16,245,649 ― 16,245,649

(2)セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

512,110 127,786 21 ― 639,918 △639,918 ―

計 10,949,631 4,026,935 1,743,480 165,521 16,885,568 △639,918 16,245,649
営業利益又は 

営業損失（△） 
△446,769 965,628 32,184 △124,170 426,873 △22,219 404,653

 （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 
      アジア･･･台湾、インドネシア、タイ、中国 
     北 米･･･アメリカ 

欧 州･･･ポーランド 
 
 

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成 24 年４月１日 至 平成 24 年９月 30 日） 
 日本  

（千円） 
アジア 

（千円） 
北米 

（千円）

欧州 

（千円）

合計  
（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 
10,339,299 3,683,725 2,951,803 219,262 17,194,089 ― 17,194,089

(2)セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

619,638 105,218 19,456 ― 744,313 △744,313 ―

計 10,958,937 3,788,944 2,971,260 219,262 17,938,403 △744,313 17,194,089
営業利益又は 

営業損失（△） 
185,375 810,728 △16,449 △77,186 902,467 △38,135 864,332

 （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 
      アジア･･･台湾、インドネシア、タイ、中国 
     北 米･･･アメリカ 

欧 州･･･ポーランド 
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