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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第2四半期 19,031 10.7 926 7.1 1,156 26.7 333 △22.0

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

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 2,445百万円 （―％） 25年3月期第2四半期 93百万円 （―％）

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

26年3月期第2四半期 11.55 ―

25年3月期第2四半期 14.81 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第2四半期 47,261 29,098 49.8
25年3月期 43,531 26,429 50.8

（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  23,550百万円 25年3月期  22,118百万円

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

25年3月期 ― 6.00 ― 4.00 10.00
26年3月期 ― 5.00

26年3月期（予想） ― 5.00 10.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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  ：  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 37,300 5.1 1,800 78.4 2,100 42.0 650 ― 22.50



(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）  ：  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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動」をご覧ください。 

(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 

(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きが実施中です。 

※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「連結業績予想などの将来予測
情報に関する説明」をご覧ください。 

※  注記事項

新規 1社 （社名） ニッタンベトナムCO., LTD. 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期2Q 28,978,860 株 25年3月期 28,978,860 株

② 期末自己株式数 26年3月期2Q 91,184 株 25年3月期 90,942 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 28,887,797 株 25年3月期2Q 28,888,042 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

 

（１） 経営成績に関する説明 

 

当第２四半期連結累計期間における国内経済は、海外景気下振れリスクなどが懸念される

ものの、企業収益や雇用情勢の改善、個人消費の持ち直しなど景気は緩やかに回復しつつあ

り、先行きについてもその動きがより確かなものになることが期待されます。一方、世界経

済は、欧州地域における財政不安の影響や中国やその他新興国の先行きに留意する必要はあ

るものの、全体としては回復が続いており、先行きについてもその底堅さを増すことが期待

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、エコカー補助金終

了等の影響により前年同期に比べ生産、販売は減少しました。海外では、欧州市場は依然低

迷しておりますが、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。 
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。また、今後の市場の

グローバル化と海外生産シフトの進展にともなう国内事業への影響を見据え、事業規模に見

合った適正な人員体制の再構築と収益構造の改革を図るための施策を実施いたしました。 
当第２四半期連結累計期間の業績としましては、国内事業は、当初の予想を上回ったもの

の、受注減等の影響により全般としては低調となりました。海外事業は、為替換算の円安効

果に加え、北米地域やアジア地域における生産拡大などにより堅調な推移となりました。こ

の結果、売上高は、190 億 31 百万円（前年同期比 10.7%増）となりました。 

損益面につきましては、北米における生産拡大対応によるコスト増加などの利益圧縮要因

はあったものの、国内事業における各種コスト低減施策や前年度に実施した固定資産減損処

理の効果、海外事業における為替換算の円安効果などにより、営業利益、経常利益は前年同

期に比べそれぞれ増加し、営業利益９億 26 百万円（前年同期比 7.1%増）、経常利益 11 億 56

百万円（26.7%増）、となりました。四半期純利益は、特別利益計上額の減少や法人税等の計

上により前年同期に比べ減益となる、３億 33 百万円（前年同期比 22.0%減）となりました。 
なお、第１四半期連結会計期間より、ベトナムにおける小型エンジンバルブ製造の子会社

であるニッタンベトナム Co., Ltd.を新たに連結しております。 

 

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、当初の予想を上回ったものの、海外向け製品

の低調等により減収となりました。二輪車用エンジンバルブは、一部製品の海外生産移管に

よる減少を北米地域の需要復調にともなう中大型車用製品の増加が補い、横ばいとなりまし

た。海外事業においては、アジア地域では、為替換算の円安効果に加え四輪車用製品の新規

立ち上がりや二輪車用製品の好調により増収となりました。北米地域では、為替換算の円安

効果に加え市場の回復にともなう生産拡大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、海外向け製品の増加により増収となりました。 
当セグメントの損益面につきましては、日本・アジア地域では増益となったものの、生産

拡大対応による北米地域でのコスト増加が影響し、減益となりました。 
なお、第１四半期連結会計期間より、ベトナムにおける小型エンジンバルブ製造の子会社

であるニッタンベトナム Co., Ltd.を新たに連結しております。 
この結果、当セグメントの売上高は、147 億９百万円（前年同期比 20.1%増）、セグメント

利益（営業利益）は、７億 36 百万円（前年同期比 6.8%減）となりました。なお、当セグメ 
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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。 
 

＜舶用部品＞ 

舶用関連製品につきましては、震災復興需要の減少や市場の低調による補給部品・大型機

種の減少により減収となりました。 
この結果、当セグメントの売上高は、13 億 60 百万円（前年同期比 12.5%減）、セグメント

利益（営業利益）は、１億 23 百万円（前年同期比 15.9%減）となりました。 

 

＜可変動弁・歯車＞ 

可変動弁につきましては、モデル切り替えによる受注減少により大幅な減収となりました。 
精密鍛造歯車につきましては、自動車用製品はアジア地域向け中大型機種製品の減少を中

国向け製品の増加が補い、横ばいとなりました。産業機械用製品は減収となりました。 
この結果、当セグメントの売上高は、22 億 24 百万円（前年同期比 14.8%減）、セグメント

利益（営業利益）は、前期に実施した固定資産減損処理の効果もあり、１億 43 百万円（前年

同期はセグメント損失（営業損失）25 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、一部海外向け製品が増加したものの、主力製品の減少お

よび一部製品の生産終了などにより減収となりました。 
工作機械につきましては、海外事業での新規立ち上がりなどにより増加しております。 
この結果、当セグメントの売上高は、18 億 94 百万円（前年同期比 44.9%増）、セグメント

利益（営業利益）は、１億 10 百万円（前年同期はセグメント損失（営業損失）８百万円）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） 財政状態に関する説明 
 

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、472 億 61 百万円となり、前連結会計年度

末と比較して 37 億 30 百万円の増加となりました。 

資産の部の流動資産は、173 億 37 百万円となり、前連結会計年度末と比較して 12 億１百

万円の増加となりました。この主な要因は現金及び預金が 4億 26 百万円、受取手形及び売掛

金が 3億 30 百万円増加したことなどによるものであります。 

固定資産は、299 億 23 百万円となり、前連結会計年度末と比較して 25 億 28 百万円の増加

となりました。この主な要因は機械装置及び運搬具（純額）が 10 億 52 百万円、投資有価証

券が 8億 97 百万円増加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、112 億 34 百万円となり、前連結会計年度末と比較して 1 億 60 百

万円の増加となりました。この主な要因は早期退職費用引当金が 7億 51 百万円減少しました

が、短期借入金が 14 億 61 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、69 億 29 百万円となり、前連結会計年度末と比較して 9 億 1 百万円の増加と

なりました。この主な要因は長期借入金が 9億 19 百万円増加したことなどによるものであり

ます。 

純資産の部では、290 億 98 百万円となり、前連結会計年度末と比較して 26 億 69 百万円の

増加となりました。この主な要因は少数株主持分が 12 億 37 百万円、為替換算調整勘定が 7

億 55 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、36億 40 百万円となり、前連結会計年度末と比較して４億 26百万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 11 億１百万円減少し６億 29 百万円と

なりました。この主な要因は、売上債権の増減額が５億 86 百万円、仕入債務の増減額が５億

14 百万減少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２億 95 百万円増加し 30 億 16 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７億 21 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 10 億 97 百万円増加し 21 億 43 百万

円となりました。この主な要因は長期借入れによる収入が 12 億 75 百万円増加したことによ

るものです。 

 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 

平成26年３月期の業績予想は、平成25年5月14日公表の「平成25年３月期決算短信」より変更

はありません。 

 

 

 

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 
第1四半期連結会計期間より、ニッタンベトナム CO.,LTD. は重要性が増したため、連結

の範囲に含めております。 
 
（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 

該当事項はありません。 
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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25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,213,814 3,640,608

受取手形及び売掛金 6,120,140 6,450,841

商品及び製品 2,284,335 2,333,426

仕掛品 1,117,560 1,220,830

原材料及び貯蔵品 1,989,785 2,171,325

繰延税金資産 203,866 220,794

その他 1,206,572 1,300,133

流動資産合計 16,136,074 17,337,961

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,056,629 5,603,001

機械装置及び運搬具（純額） 7,826,111 8,878,777

土地 1,313,159 1,328,813

建設仮勘定 2,144,667 2,728,774

その他（純額） 481,205 470,172

有形固定資産合計 16,821,774 19,009,539

無形固定資産   

のれん 293,272 126,136

その他 480,219 630,855

無形固定資産合計 773,491 756,991

投資その他の資産   

投資有価証券 8,706,785 9,604,532

出資金 600,148 940

長期貸付金 61,118 63,781

繰延税金資産 269,389 321,285

その他 166,576 173,930

貸倒引当金 △4,277 △7,076

投資その他の資産合計 9,799,741 10,157,394

固定資産合計 27,395,007 29,923,925

資産合計 43,531,081 47,261,886
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,258,619 3,918,589

短期借入金 2,415,260 3,876,959

未払法人税等 234,590 137,887

繰延税金負債 583,519 718,314

賞与引当金 320,711 305,729

早期退職費用引当金 751,704 －

その他 2,509,689 2,276,987

流動負債合計 11,074,092 11,234,468

固定負債   

長期未払金 148,858 11,100

長期借入金 1,506,880 2,426,455

繰延税金負債 1,510,127 1,753,061

退職給付引当金 2,585,507 2,498,597

その他 276,359 239,791

固定負債合計 6,027,733 6,929,005

負債合計 17,101,826 18,163,473

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,530,543 4,530,543

資本剰余金 4,506,941 4,506,941

利益剰余金 11,483,976 11,681,768

自己株式 △45,344 △45,422

株主資本合計 20,476,116 20,673,830

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 3,085,785 3,574,569

繰延ヘッジ損益 － △10,439

為替換算調整勘定 △1,443,353 △687,522

その他の包括利益累計額合計 1,642,431 2,876,607

少数株主持分 4,310,707 5,547,975

純資産合計 26,429,255 29,098,413

負債純資産合計 43,531,081 47,261,886
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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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 17,194,089 19,031,511

売上原価 14,823,287 16,382,823

売上総利益 2,370,801 2,648,687

販売費及び一般管理費 1,506,469 1,722,673

営業利益 864,332 926,014

営業外収益   

受取利息 11,480 11,449

受取配当金 66,718 74,652

持分法による投資利益 50,498 84,536

為替差益 － 96,814

雑収入 50,819 32,663

営業外収益合計 179,517 300,116

営業外費用   

支払利息 26,687 57,475

為替差損 93,298 －

雑損失 10,571 11,928

営業外費用合計 130,557 69,403

経常利益 913,292 1,156,727

特別利益   

固定資産売却益 202,983 790

特別利益合計 202,983 790

特別損失   

固定資産売却損 － 152

固定資産除却損 9,950 6,914

減損損失 － 48,774

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 68,317 55,840

税金等調整前四半期純利益 1,047,958 1,101,676

法人税等 328,651 459,359

少数株主損益調整前四半期純利益 719,306 642,317

少数株主利益 291,373 308,714

四半期純利益 427,933 333,602
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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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 719,306 642,317

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △777,076 488,764

繰延ヘッジ損益 － △10,439

為替換算調整勘定 124,139 1,243,639

持分法適用会社に対する持分相当額 27,313 81,650

その他の包括利益合計 △625,622 1,803,614

四半期包括利益 93,684 2,445,931

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △230,698 1,567,778

少数株主に係る四半期包括利益 324,382 878,153
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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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25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 1,047,958 1,101,676

減価償却費 1,197,506 1,427,931

減損損失 － 48,774

のれん償却額 167,064 176,049

退職給付引当金の増減額（△は減少） 32,633 △107,189

受取利息及び受取配当金 △78,199 △86,101

支払利息 26,687 57,475

持分法による投資損益（△は益） △50,498 △84,536

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） △193,033 6,276

売上債権の増減額（△は増加） 470,163 △116,000

たな卸資産の増減額（△は増加） △766,276 △129,076

仕入債務の増減額（△は減少） △13,814 △528,396

未払消費税等の増減額（△は減少） 4,014 37,426

その他 △43,106 △822,553

小計 1,854,649 981,755

利息及び配当金の受取額 78,199 86,101

利息の支払額 △23,955 △51,693

法人税等の支払額 △177,544 △386,745

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,731,348 629,417

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 △2,453,146 △3,174,496

有形及び無形固定資産の売却による収入 256,160 1,958

投資有価証券の取得による支出 △4,360 △2,865

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 △4,347 △14,469

貸付金の回収による収入 32,830 173,044

その他 32,990 △9

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,721,762 △3,016,837

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） 1,225,939 1,087,753

長期借入れによる収入 236,740 1,511,905

長期借入金の返済による支出 △148,000 △328,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △16,250 △20,699

少数株主からの払込みによる収入 － 233,127

自己株式の取得による支出 △27 △77

配当金の支払額 △145,201 △115,748

少数株主への配当金の支払額 △106,435 △224,334

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,046,764 2,143,926

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,790 179,426

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 59,141 △64,067

現金及び現金同等物の期首残高 3,428,649 3,213,814

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 490,860

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,487,791 3,640,608
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（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項 
（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 25 年４月１日 至 平成 25 年 9 月 30 日） 
   該当事項はありません。 
 

（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 25 年４月１日 至 平成 25 年 9 月 30 日） 
   該当事項はありません。 
 
（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 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) 

 

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 
又は損失（△） 

789,667 146,595   △25,882 910,381 △8,133 902,247 △37,915 864,332

 (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。 
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Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成 25 年４月１日 至 平成 25 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) 

 

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 
14,709,737 1,360,396 2,224,126 18,294,260 737,250 19,031,511        － 19,031,511

(2)セグメント間

の内部売上高

又は振替高 
57 －        －        57 1,157,639 1,157,697 △1,157,697        － 

計 14,709,794 1,360,396 2,224,126 18,294,317 1,894,890 20,189,208 △1,157,697 19,031,511

セグメント利益 736,003 123,220 143,307  1,002,531 110,984 1,113,516 △187,502 926,014

(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△187,502 千円は、セグメント間取引消去△72,344 千円、

各報告セグメントに配分されない全社費用△115,158 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。 
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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 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 
 
 

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成 25 年４月１日 至 平成 25 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 
9,520,064 4,790,142 4,366,212 355,091 19,031,511 ― 19,031,511

(2)セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

1,492,191 260,458 69,884 20,036 1,842,570 △1,842,570 ―

計 11,012,255 5,050,601 4,436,097 375,128 20,874,082 △1,842,570 19,031,511
営業利益又は 

営業損失（△） 
304,450 984,233 △108,754 △79,726 1,100,202 △174,188 926,014

 （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、ベトナム 
     北 米･･･アメリカ 

欧 州･･･ポーランド 
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