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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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 ％

22年3月期第3四半期 29,021 △14.2 883 1.7 723 2.1 355 24.1
21年3月期第3四半期 33,838 ― 869 ― 708 ― 286 ―

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

22年3月期第3四半期 8.36 ―
21年3月期第3四半期 6.74 ―

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

22年3月期第3四半期 48,978 11,119 22.7 262.13
21年3月期 47,321 10,514 22.2 247.84

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  11,115百万円 21年3月期  10,511百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  有  

 

1株当たり配当金
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

21年3月期 ― ― ― 4.00 4.00
22年3月期 ― ― ―
22年3月期 

（予想）
6.00 6.00

      配当金の内訳 記念配当 1円00銭

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 38,000 △12.1 1,050 △9.8 850 △8.6 450 △19.1 10.61
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4.  その他 
(1) 期中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) 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  有  
[（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。] 

(3) 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（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もの） 

[（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 4．その他をご覧ください。] 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成しており、実際の業績等は今後様々な要因によって予想数値と異 
なる場合があります。なお、業績予想の前提となる条件等については、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご 
覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第3四半期 42,523,735株 21年3月期  42,523,735株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  120,978株 21年3月期  115,480株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 42,404,954株 21年3月期第3四半期 42,415,405株

2



  
当第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31日）におけるわが国経済は、経済政

策や在庫調整の進展などにより、一部では景気が持ち直してきているものの、企業業績の低迷、設備投資
の抑制、失業率が高水準で推移するなど、依然として厳しい状況が続きました。 
このような状況のもと、当社グループにおきましては、経費圧縮をはじめ引き続き収益改善に取り組ん

でまいりました。 
その結果、売上高は29,021百万円（前年同四半期比14.2％減）、営業利益は883百万円（前年同四半比

1.7％増）、経常利益は723百万円（前年同四半期比2.1％増）、四半期純利益は355百万円（前年同四半期
比24.1％増）となりました。 
  
事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 
当社グループは、出版・情報関連事業（主としてブッククロス、文具紙工品、プリンターリボン、食品

包材等の製造販売）および生活・工業用途関連事業（主としてカーペット、壁装材、自動車用内装材、フ
ィルター、接着芯地および医療用パップ剤用フィルム加工等の製造販売）において事業を営んでおりま
す。なお、セグメントの売上高には、セグメント間の内部売上高又は振替高が含まれております。   

  
出版・情報関連事業 
出版・文具紙製品関連部門ではビニールペーパーやオレフィンフィルム等の文具用製品は微減で推移し

たものの、書籍出版表紙材においては減収となりました。食品包材・蓋材においては比較的堅調に推移し
ました。 
情報関連部門では、主力のプリンターリボンや、印刷用途フィルムも徐々に回復してきているものの、

減収となりました。 
その結果、当セグメントの売上高は14,243百万円（前年同四半期比15.7％減）、営業利益は875百万円

（前年同四半期比1.4％増）となりました。 
  
生活・工業用途関連事業 
インテリア・住宅関連部門では、業界低迷により、壁装材、床材とも減収となりました。 
車両・工業用途関連部門では、家電向け機能性不織布が、空気清浄機などの増産もあって、堅調に推移

しましたが、車両用不織布や重布などのレザー製品は減収となりました。 
ファンシー商品・その他の部門では、食品鮮度保持材が引き続き好調で増収となりましたが、主力のフ

ァンシー商品は個人消費の低迷などにより減収となりました。 
その結果、当セグメントの売上高は15,253百万円（前年同四半期比12.9％減）、営業利益は782百万円

（前年同四半期比45.9％増）となりました。   

  

  
当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比較して1,657百万円増加し、48,978百

万円となりました。これは主に流動資産の現金及び預金が1,616百万円、受取手形及び売掛金が1,102百万
円増加したこと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1,052百万円増加し、37,859百万円となりました。これは主に貸
借取引担保金が1,542百万円減少し、支払手形及び買掛金が1,802百万円、リース債務が427百万円増加し
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605百万円増加し、11,119百万円となりました。これは主に利
益剰余金が185百万円、その他有価証券評価差額金が383百万円増加したことなどによるものであります。

  
キャッシュ・フローについては以下のとおりです。 
営業活動によるキャッシュ・フローは、前第３四半期連結累計期間の296百万円の支出に対し当第３四

半期連結累計期間は3,229百万円の収入となりました。これは、主に売上の減少により売上債権の増加に
よる支出が減ったことや手形割引及び債権流動化の実行額の変動、在庫調整によるたな卸資産の減少等に
よるものです。   
投資活動によるキャッシュ・フローは、前第３四半期連結累計期間の1,171百万円の支出に対し当第３

四半期連結累計期間は138百万円と1,033百万円の支出の減少となりました。これは、主に定期預金の払戻
による収入、投資有価証券の売却による収入の増加等によるものです。 
財務活動によるキャッシュ・フローは、前第３四半期連結累計期間の3,084百万円の収入に対し当第３

四半期連結累計期間は1,468百万円の支出の増加となりました。これは主に短期借入金の純増減額が増加
から減少に転じたことや、長期借入金の返済による支出の増加等によるものです。 
この結果当第３四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、3,631百万円となりました。 

・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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通期連結業績予想は、平成21年８月11日に公表いたしました内容を修正いたしました。詳細は平成22年

２月９日付「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
  

  

該当事項はありません。 

  

(簡便な会計処理） 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化
がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定してお
ります。 

②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、当第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定する方法によっております。  
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おります。 

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おります。 

④繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

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ので、前連結会計年度において使用した将
来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おります。 

  

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

①税金費用の計算 

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。  
 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。 

  

(企業結合に関する会計基準等の適用） 

「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）及び「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）が平成21年４月１日以降開始する
連結会計年度において 初に実施される企業結合及び事業分離等から適用することができるよう
になったことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用しております。

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

4. その他

(1) 期中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)

(2) 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

(3) 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
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5.【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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,027,428 2,411,786

受取手形及び売掛金 13,632,406 12,530,486

商品及び製品 3,296,241 3,716,989

仕掛品 970,817 934,022

原材料及び貯蔵品 1,927,091 2,070,042

繰延税金資産 699,903 721,460

その他 362,526 529,874

貸倒引当金 △111,555 △102,193

流動資産合計 24,804,857 22,812,466

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 13,082,566 13,953,259

減価償却累計額 △9,441,072 △9,760,545

建物及び構築物（純額） 3,641,494 4,192,714

機械装置及び運搬具 21,827,240 21,795,236

減価償却累計額 △19,782,825 △19,549,973

機械装置及び運搬具（純額） 2,044,415 2,245,263

工具、器具及び備品 2,747,714 2,706,452

減価償却累計額 △2,524,019 △2,451,503

工具、器具及び備品（純額） 223,695 254,949

土地 10,877,758 11,745,122

リース資産 514,987 53,928

減価償却累計額 △57,350 △21,020

リース資産（純額） 457,637 32,908

建設仮勘定 100,217 367,634

有形固定資産合計 17,345,216 18,838,590

無形固定資産   

のれん 8,551 14,098

その他 35,694 34,514

無形固定資産合計 44,245 48,612

投資その他の資産   

投資有価証券 4,454,480 4,386,597

長期貸付金 32,680 50,778

繰延税金資産 220,027 370,177

その他 2,188,452 924,432

貸倒引当金 △111,950 △110,642

投資その他の資産合計 6,783,689 5,621,342

固定資産合計 24,173,150 24,508,544

資産合計 48,978,007 47,321,010
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,456,661 7,654,840

短期借入金 11,697,307 11,545,028

リース債務 71,036 9,947

未払法人税等 320,879 42,447

貸借取引担保金 － 1,541,829

賞与引当金 270,308 245,635

役員賞与引当金 20,206 11,610

設備関係支払手形 83,221 358,488

繰延税金負債 832 832

その他 1,054,137 831,975

流動負債合計 22,974,587 22,242,631

固定負債   

長期借入金 8,168,484 8,223,748

リース債務 395,055 29,077

繰延税金負債 55,315 54,214

再評価に係る繰延税金負債 1,716,609 1,716,609

退職給付引当金 3,990,486 3,972,975

役員退職慰労引当金 238,564 224,004

環境対策引当金 78,600 78,600

その他 241,290 265,055

固定負債合計 14,884,403 14,564,282

負債合計 37,858,990 36,806,913

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,795,651 5,795,651

資本剰余金 944,696 944,696

利益剰余金 3,528,090 3,343,019

自己株式 △27,629 △26,876

株主資本合計 10,240,808 10,056,490

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △444,442 △827,760

土地再評価差額金 2,386,364 2,386,364

為替換算調整勘定 △1,067,495 △1,104,563

評価・換算差額等合計 874,427 454,041

少数株主持分 3,782 3,566

純資産合計 11,119,017 10,514,097

負債純資産合計 48,978,007 47,321,010
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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20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第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) 

売上高 33,838,188 29,020,515

売上原価 27,111,807 22,983,306

売上総利益 6,726,381 6,037,209

販売費及び一般管理費 5,857,772 5,154,066

営業利益 868,609 883,143

営業外収益   

受取利息 15,693 10,870

受取配当金 77,717 72,239

受取賃貸料 145,410 141,837

為替差益 － 842

雑収入 119,238 122,645

営業外収益合計 358,058 348,433

営業外費用   

支払利息 227,988 288,336

為替差損 44,839 －

雑損失 246,046 220,520

営業外費用合計 518,873 508,856

経常利益 707,794 722,720

特別利益   

固定資産売却益 3,347 880

投資有価証券売却益 3,166 47,906

負ののれん発生益 － 16,386

特別利益合計 6,513 65,172

特別損失   

固定資産処分損 12,723 6,675

固定資産売却損 410 483

投資有価証券評価損 79,834 82,963

工場閉鎖損失 － 19,000

その他 6,067 600

特別損失合計 99,034 109,721

税金等調整前四半期純利益 615,273 678,171

法人税等 332,875 323,286

少数株主損益調整前四半期純利益 － 354,885

少数株主利益又は少数株主損失（△） △3,345 181

四半期純利益 285,743 354,704
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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20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第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) 

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 615,273 678,171

減価償却費 799,748 804,052

その他の償却額 2,534 2,120

のれん償却額 5,492 5,547

賞与引当金の増減額（△は減少） 323,081 22,904

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △22,251 8,596

退職給付引当金の増減額（△は減少） 39,933 12,657

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △8,483 14,560

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,789 6,051

受取利息及び受取配当金 △93,410 △83,109

支払利息 227,988 288,336

為替差損益（△は益） 6,326 △744

持分法による投資損益（△は益） △6,156 △3,656

投資有価証券売却損益（△は益） △3,166 △47,906

投資有価証券評価損益（△は益） 79,834 82,963

有形固定資産売却損益（△は益） △2,937 △397

有形固定資産処分損益（△は益） 12,723 6,675

負ののれん発生益 － △16,386

工場閉鎖損失 － 19,000

売上債権の増減額（△は増加） △2,300,957 △853,735

たな卸資産の増減額（△は増加） △420,608 575,153

仕入債務の増減額（△は減少） 1,615,265 1,670,586

未払消費税等の増減額（△は減少） △35,210 27,255

その他 △422,423 19,183

小計 417,385 3,237,876

利息及び配当金の受取額 103,554 90,634

利息の支払額 △250,132 △280,002

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △567,006 180,944

営業活動によるキャッシュ・フロー △296,199 3,229,452
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第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) 

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 △332,400 △403,400

定期預金の払戻による収入 50,500 419,400

有形固定資産の取得による支出 △603,408 △663,329

有形固定資産の売却による収入 8,680 4,718

無形固定資産の取得による支出 △4,730 △579

投資有価証券の取得による支出 △260,186 △71,246

投資有価証券の売却による収入 6,925 550,365

子会社株式の取得による支出 △10,396 －

貸付金の回収による収入 5,899 18,098

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

－ 12,781

その他 △31,455 △5,032

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,170,571 △138,224

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） 3,134,674 △507,197

長期借入れによる収入 3,325,000 3,330,000

長期借入金の返済による支出 △2,082,941 △2,827,986

社債の償還による支出 △125,000 －

リース債務の返済による支出 － △34,908

セール・アンド・リースバックによる収入 － 284,224

自己株式の取得による支出 △2,537 △753

配当金の支払額 △254,534 △169,633

貸借取引契約による支出 △911,088 △1,541,829

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,083,574 △1,468,082

現金及び現金同等物に係る換算差額 △93,876 9,596

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,522,928 1,632,742

現金及び現金同等物の期首残高 2,266,330 1,998,086

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,789,258 3,630,828
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 当第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） 

 該当事項はありません。 

  

 
(注) １ 事業区分の方法 

事業区分の方法は、市場別に「出版・情報関連」、「生活・工業用途関連」事業としてセグメントしており

ます。 

２ 各事業区分の主要製品 

 
  

(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】

前第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日)

出版・情報
関連 
(千円)

生活・
工業用途関連

(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高及び営業損益

 (1) 外部顧客に対する売上高 16,720,134 17,118,054 33,838,188 ― 33,838,188

 (2) セグメント間の内部売上高 
   又は振替高

182,657 389,663 572,320 (572,320) ―

計 16,902,791 17,507,717 34,410,508 (572,320) 33,838,188

  営業利益 862,787 536,389 1,399,176 (530,567) 868,609

事業区分 売上区分 主要取扱商品

出版・情報関連

出版・文具紙製品
書籍装幀用クロス、印刷・ビジネス用各種クロス、文具

紙工品、パッケージ用化粧クロス

情報関連

銀行通帳用クロス、コンピューターリボン、フィルムコ

ーティング品、名刺プリンター、表示ラベル用素材、磁

気関連製品、有機EL用水分除去シート

その他 容器密封用アルミ箔、複合フィルム

生活・工業用途関連

インテリア・住宅関連 カーペット、壁装材、天井材、ブラインド

車両工業用途
自動車内装用不織布・カーペット、産業用ターポリン、

テント地、雨衣、産業用不織布、フィルター

衣料用途 接着芯地、不織布

ファンシー商品他

キャラクター商品、縫製加工・成型加工・ウェルダー加

工等の各種加工品、耐久性折目加工材、ノウハウの販

売、パップ剤用フィルム加工、食品鮮度保持剤

運送、製造・加工他 商品等運送業、製品製造・加工
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(注) １ 事業区分の方法 

事業区分の方法は、市場別に「出版・情報関連」、「生活・工業用途関連」事業としてセグメントしており

ます。 

２ 各事業区分の主要製品 

 
  

当第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)

出版・情報
関連 
(千円)

生活・
工業用途関連

(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高及び営業損益

 (1) 外部顧客に対する売上高 14,099,401 14,921,114 29,020,515 ― 29,020,515

 (2) セグメント間の内部売上高 
   又は振替高

143,363 331,664 475,027 (475,027) ―

計 14,242,764 15,252,778 29,495,542 (475,027) 29,020,515

  営業利益 874,959 782,332 1,657,291 (774,148) 883,143

事業区分 売上区分 主要取扱商品

出版・情報関連

出版・文具紙製品
書籍装幀用クロス、印刷・ビジネス用各種クロス、文具

紙工品、パッケージ用化粧クロス

情報関連

銀行通帳用クロス、コンピューターリボン、フィルムコ

ーティング品、名刺プリンター、表示ラベル用素材、磁

気関連製品、有機EL用水分除去シート

その他 容器密封用アルミ箔、複合フィルム

生活・工業用途関連

インテリア・住宅関連 カーペット、壁装材、天井材、ブラインド

車両工業用途
自動車内装用不織布・カーペット、産業用ターポリン、

テント地、雨衣、産業用不織布、フィルター

衣料用途 接着芯地、不織布

ファンシー商品他

キャラクター商品、縫製加工・成型加工・ウェルダー加

工等の各種加工品、耐久性折目加工材、ノウハウの販

売、パップ剤用フィルム加工、食品鮮度保持剤

運送、製造・加工他 商品等運送業、製品製造・加工
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(注) １ 本邦以外の国又は地域の区分は地理的近接度によっております。 

ただし、各区分に属する売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計の10％未満のため、「その他の地

域」として一括して記載しております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

  その他の地域  北米………………アメリカ 

          ヨーロッパ………イギリス 

          中国………………中国 

          東南アジア………香港・台湾・シンガポール 

  

 
(注) １ 本邦以外の国又は地域の区分は地理的近接度によっております。 

ただし、各区分に属する売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計の10％未満のため、「その他の地

域」として一括して記載しております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

  その他の地域  北米………………アメリカ 

          ヨーロッパ………イギリス 

          中国………………中国 

          東南アジア………香港・台湾・シンガポール 

  

【所在地別セグメント情報】

前３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日)

日本
(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)

売上高及び営業損益

 (1) 外部顧客に対する売上高 27,817,257 6,020,931 33,838,188 ― 33,838,188

 (2) セグメント間の内部売上高 
   又は振替高

1,710,246 1,313,772 3,024,018 (3,024,018) ―

計 29,527,503 7,334,703 36,862,206 (3,024,018) 33,838,188

  営業利益 1,311,231 45,504 1,356,735 (488,126) 868,609

当第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)

日本
(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)

売上高及び営業損益

 (1) 外部顧客に対する売上高 24,377,604 4,642,911 29,020,515 ― 29,020,515

 (2) セグメント間の内部売上高 
   又は振替高

1,448,776 1,064,674 2,513,450 (2,513,450) ―

計 25,826,380 5,707,585 31,533,965 (2,513,450) 29,020,515

  営業利益 1,598,700 79,232 1,677,932 (794,789) 883,143
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(注) １ 本邦以外の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 

  東南アジア……………香港・台湾・シンガポール 

  その他地域……………アメリカ・イギリス・中国 

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。 

  

 
(注) １ 本邦以外の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 

  東南アジア……………香港・台湾・シンガポール 

  その他地域……………アメリカ・イギリス・中国 

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。 

  

 該当事項はありません。 

  

【海外売上高】

前第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日)

東南アジア その他地域 計

  海外売上高（千円） 2,146,717 4,478,750 6,625,467

  連結売上高（千円） ― ― 33,838,188

  連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 6.4 13.2 19.6

当第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)

東南アジア その他地域 計

  海外売上高（千円） 1,726,914 3,472,040 5,198,954

  連結売上高（千円） ― ― 29,020,515

  連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 5.9 12.0 17.9

(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)
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