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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第2四半期 66,630 △22.1 731 △45.3 800 △53.4 206 △48.9

21年3月期第2四半期 85,490 ― 1,336 ― 1,720 ― 404 ―

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2四半期 0.90 ―

21年3月期第2四半期 1.76 ―

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2四半期 167,507 76,183 42.5 310.71
21年3月期 168,927 74,695 41.4 305.29

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  71,195百万円 21年3月期  69,959百万円

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  無  
 

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 ― 0.00 ― 5.00 5.00

22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 5.00 5.00

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  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 136,800 △13.5 1,400 △25.7 1,300 △27.2 900 ― 3.93
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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） 

(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 

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、上記業績予想に関する事項は、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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 246,939,284株 21年3月期  246,939,284株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  17,798,116株 21年3月期  17,778,865株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 229,149,954株 21年3月期第2四半期 229,211,034株

クラボウ（3106）　平成22年3月期　第2四半期決算短信

－　2　－



当第２四半期連結累計期間（平成２１年４月１日～９月３０日）のわが国経済は、政府の景気対策や企業の在庫

調整一巡の効果により、期後半には景気に持ち直しの動きが見られるようになりました。しかし、欧米景気の停滞

や円高基調による輸出環境の悪化、また設備投資意欲の冷え込みなど、企業をとりまく環境は依然としてきびしい

状況が続きました。 

 当社グループの主力である繊維部門が属する天然繊維業界におきましても、国内市場では消費者の低価格志向が

定着するなか、夏場の天候不順により需要が一層低迷し、また海外市場の需要減退と円高による輸出環境の悪化か

ら、全体的に不振が続きました。 

 非繊維部門の主要販売先である自動車業界は、「エコカー減税」の効果などにより国内新車販売台数は回復して

きましたが、輸出が低水準で推移したため国内生産台数の本格的な回復には至りませんでした。また、住宅関連業

界も雇用・所得環境がきびしさを増したことなどにより、新設住宅着工戸数が減少しました。 

 このような情勢下、当社グループは収益力の改善を目指して、全社的なコスト削減を行うとともに、新市場や需

要の開拓をはかり、顧客との連携強化や魅力ある商品・サービス・技術の開発、提供に注力しました。また、繊維

部門におきましては、コスト競争力の強化のため、グローバルな視点での生産・調達構造の再構築に努めました。

 しかし、景気低迷の影響を受け、当第２四半期連結累計期間の売上高は６６６億円（前年同期比２２．１％

減）、営業利益は７億３千万円（同４５．３％減）、経常利益は８億円（同５３．４％減）、四半期純利益は２億

円（同４８．９％減）となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

（繊維事業） 

国内では、原糸分野はグローバルな生産・販売体制を強化したことにより堅調に推移しました。羊毛分野でも

事業構造改善効果が寄与し収益面で改善をみることができましたが、主力のデニム、カジュアル向けの衣料品素

材は低迷しました。 

 海外では、東南アジアの連結子会社が、高付加価値商品への注力などにより順調でしたが、ブラジルでは市況

悪化の影響を受け低調に推移しました。 

 この結果、売上高は３６６億円（前年同期比２１．６％減）、営業損失は４億８千万円（前年同期は営業損失

６億２千万円）となりました。 

（化成品事業） 

自動車内装材向け軟質ウレタンフォームは、自動車の国内生産の低迷が続き、きびしい環境で推移しました。

また、住宅建材や半導体関連商品も、新設住宅着工の低迷や半導体業界の設備投資の冷え込みの影響により低

調に推移しました。 

 この結果、売上高は１７２億円（前年同期比２８．６％減）、営業損失は１億５千万円（前年同期は営業利益

２億７千万円）となりました。  

（不動産活用事業） 

国内景気の低迷により不動産業界全般がきびしい状況にあるなか、安定的な収益確保を目指し、引き続き賃貸

事業の推進に注力した結果、売上高は３１億円（前年同期比２．６％減）、営業利益は１５億２千万円（同２．

８％増）となりました。 

 なお、倉敷チボリ公園跡地の再開発につきましては、平成２１年８月に株式会社イトーヨーカ堂を開発の事業

主体とすることに決定しました。 

（工作機械事業） 

主力の横中ぐりフライス盤の新規受注が国内外とも低迷するなか、造船、建設機械など重厚長大産業向けを中

心とした既受注分の出荷により、売上高は２９億円（前年同期比１８．４％減）、営業利益は４億４千万円（同

２８．６％減）となりました。 

（エレクトロニクス事業） 

設備投資の冷え込みにより、コンピュータ・カラーマッチング・システムをはじめとして、自動計量装置や攪

拌脱泡装置、画像処理技術を応用した基板検査システムなどの主力商品が低調に推移しました。 

 この結果、売上高は１６億円（前年同期比３５．６％減）、営業損失は１億円（前年同期は営業利益２億円）

となりました。 

（その他の事業） 

エンジニアリング部門では、薬液供給設備は半導体業界の設備投資の凍結により低調でしたが、バイオマスボ

イラーやガス処理装置は順調に推移しました。 

 バイオメディカル部門は、フィルター製品や受託解析サービスは低調でしたが、抗癌剤感受性試験関連製品や

核酸分離装置、画像撮影装置の受注は堅調に推移しました。 

 食品部門は、消費者の買い控えやＰＢ商品の浸透など低価格志向の影響を受け、低調に推移しました。 

 この結果、その他の事業の売上高は５０億円（前年同期比４．２％減）、営業利益は８千万円（前年同期は営

業損失３千万円）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
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（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の総資産は、株価上昇による評価差額の増で投資有価証券が増加しましたが、たな

卸資産や有形固定資産などが減少したことなどにより、１，６７５億円と前連結会計年度末に比べ１４億円減少し

ました。 

負債は、事業構造改善引当金や退職給付引当金などが減少したことなどにより、９１３億円と前連結会計年度末

に比べ２９億円減少しました。 

純資産は、配当金の支払いなどで利益剰余金は減少しましたが、為替換算調整勘定やその他有価証券評価差額金

が増加したことなどにより、７６１億円と前連結会計年度末に比べ１４億円増加しました。 

この結果、自己資本比率は４２．５％と前連結会計年度末に比べ１．１ポイント上昇しました。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、２億６千万円減少し、当

第２四半期連結会計期間末では１４８億８千万円（前年同期末は１２２億７千万円）となりました。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） 

当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、３６億８千万円（前年同期は３９億６千万円

の増加）となりました。これは、事業構造改善引当金減少による資金減１１億３千万円などがあったものの、減価

償却費の内部留保３１億６千万円、たな卸資産減少による資金増１８億５千万円などがあったことによるもので

す。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、２３億４千万円（前年同期は１９億８千万円

の減少）となりました。これは、有形及び無形固定資産の取得による支出２１億４千万円などによるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は、２０億円（前年同期は２９億９千万円の減

少）となりました。これは、配当金の支払額１１億４千万円や長期借入金の返済による支出９億４千万円などによ

るものです。 

   

  

平成21年10月27日に公表しました連結業績予想から変更はありません。  

  

  

該当事項はありません。  

  

①簡便な会計処理 

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。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

税金費用の計算 

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む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（損失）に当該見積実効税率を乗じて計算し

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。 

  

（会計処理基準に関する事項の変更）  

該当事項はありません。  

２．連結財政状態に関する定性的情報

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：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 16,301 16,223

受取手形及び売掛金 32,657 33,326

有価証券 334 683

商品及び製品 11,390 12,379

仕掛品 6,156 6,711

原材料及び貯蔵品 4,875 4,787

その他 3,618 3,069

貸倒引当金 △169 △161

流動資産合計 75,164 77,019

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 29,732 30,259

その他（純額） 28,308 28,861

有形固定資産合計 58,041 59,121

無形固定資産 1,727 1,780

投資その他の資産   

投資有価証券 26,855 24,952

その他 6,441 6,710

貸倒引当金 △722 △656

投資その他の資産合計 32,573 31,006

固定資産合計 92,342 91,908

資産合計 167,507 168,927
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 19,482 19,016

短期借入金 22,793 22,814

未払法人税等 521 539

賞与引当金 1,220 1,248

事業構造改善引当金 2,305 3,438

その他 7,040 8,634

流動負債合計 53,364 55,693

固定負債   

長期借入金 5,274 5,201

退職給付引当金 7,618 8,332

役員退職慰労引当金 711 760

長期預り敷金保証金 17,869 18,357

その他 6,485 5,887

固定負債合計 37,959 38,539

負債合計 91,323 94,232

純資産の部   

株主資本   

資本金 22,040 22,040

資本剰余金 18,257 18,257

利益剰余金 37,923 38,863

自己株式 △3,254 △3,251

株主資本合計 74,967 75,910

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,459 3,468

繰延ヘッジ損益 △9 22

為替換算調整勘定 △8,221 △9,441

評価・換算差額等合計 △3,772 △5,950

少数株主持分 4,988 4,735

純資産合計 76,183 74,695

負債純資産合計 167,507 168,927
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 85,490 66,630

売上原価 73,253 56,348

売上総利益 12,237 10,282

販売費及び一般管理費 10,901 9,551

営業利益 1,336 731

営業外収益   

受取利息 118 104

受取配当金 423 345

持分法による投資利益 22 －

その他 382 169

営業外収益合計 946 619

営業外費用   

支払利息 345 342

持分法による投資損失 － 15

その他 216 191

営業外費用合計 562 549

経常利益 1,720 800

特別利益   

固定資産売却益 － 13

投資有価証券売却益 480 －

特別利益合計 480 13

特別損失   

投資有価証券評価損 173 84

減損損失 － 38

たな卸資産処分損 485 －

その他 － 14

特別損失合計 658 137

税金等調整前四半期純利益 1,542 677

法人税等 928 338

少数株主利益 209 132

四半期純利益 404 206
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 1,542 677

減価償却費 3,459 3,166

減損損失 － 38

退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は
減少）

△186 △778

貸倒引当金の増減額（△は減少） 18 38

受取利息及び受取配当金 △541 △449

支払利息 345 342

為替差損益（△は益） 5 △91

持分法による投資損益（△は益） △22 15

有形及び無形固定資産売却損益（△は益） △0 △15

有形及び無形固定資産除却損 48 48

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △480 3

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 173 86

売上債権の増減額（△は増加） 1,241 997

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,286 1,858

仕入債務の増減額（△は減少） 1,033 305

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） △0 16

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） △567 △1,132

その他 △673 △1,338

小計 4,110 3,787

利息及び配当金の受取額 513 408

利息の支払額 △286 △282

法人税等の支払額 △367 △230

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,969 3,681

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） △1 △341

有価証券の取得による支出 △470 －

有価証券の償還による収入 370 350

有形及び無形固定資産の取得による支出 △2,721 △2,146

有形及び無形固定資産の売却による収入 79 185

投資有価証券の取得による支出 △105 △346

投資有価証券の売却による収入 788 －

投資有価証券の償還による収入 100 －

貸付けによる支出 △0 △8

貸付金の回収による収入 2 15

関係会社株式の取得による支出 － △53

その他 △26 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,984 △2,344
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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） △198 53

長期借入れによる収入 200 700

長期借入金の返済による支出 △1,253 △949

自己株式の取得による支出 △9 △3

自己株式の売却による収入 1 0

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △4

配当金の支払額 △1,601 △1,142

その他 △130 △653

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,992 △2,000

現金及び現金同等物に係る換算差額 △19 400

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,026 △263

現金及び現金同等物の期首残高 13,299 15,146

現金及び現金同等物の四半期末残高 12,273 14,883
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 該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

（注）１．事業区分は、内部管理上採用している売上集計区分によっております。 

２．各事業区分の主要製品等 

(1）繊維事業…………………綿・合繊・羊毛その他各種素材の繊維製品 

(2）化成品事業………………ポリウレタンフォーム、合成木材、無機建材、機能性フィルム、精密ろ過関連製

品、高性能エンプラ製品 

(3）不動産活用事業…………不動産の賃貸、ホテル・レストラン・ゴルフ練習場・自動車教習所の経営 

(4) 工作機械事業……………工作機械、産業機械 

(5）エレクトロニクス事業…情報システム機器、検査・計測システム 

(6）その他の事業……………環境制御等の機器・装置、バイオ関連製品、真空凍結乾燥食品、食料品・日用

品・土産物等の小売販売 

３．会計処理の方法の変更 

重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

たな卸資産 

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による低価法によってお

りましたが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 

平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額につい

ては収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

これにより、当第２四半期連結累計期間の営業損失はその他の事業が25百万円増加しております。 

また、従来営業外費用に計上していた「たな卸資産評価損」を売上原価に計上することとしたことか

ら、当第２四半期連結累計期間の営業利益は化成品事業が50百万円、エレクトロニクス事業が４百万円そ

れぞれ減少し、不動産活用事業が０百万円増加、営業損失は繊維事業が８百万円減少し、その他の事業が

14百万円増加しております。 

４．有形固定資産の耐用年数の変更 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正を契機として耐用年数を見直した結果、有形固定資産の一部

について、第１四半期連結会計期間より耐用年数の変更を行っております。 

これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益は化成品事業が14百万円、不動産活用事業が０百万円

それぞれ減少し、営業損失は繊維事業が132百万円増加し、その他の事業が１百万円減少しております。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
繊維事業 
(百万円) 

化成品事
業 
(百万円) 

不動産活
用事業 
(百万円)

工作機械
事業 
(百万円)

エレクト
ロニクス
事業 
(百万円)

その他の
事業 
(百万円)

計 
(百万円) 

消去又は
全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高                                           

(1）外部顧客に対す

る売上高 
 46,688  24,204  3,229      3,612  2,487  5,268  85,490 －  85,490

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 12  5  126     －  6  36  188 (188)     － 

計  46,701  24,209  3,356  3,612  2,493  5,305  85,678 (188)  85,490

営業利益又は営業損失

（△） 
 △622  270  1,481  616  204  △32  1,917 (580)  1,336
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当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 （注）１．事業区分は、内部管理上採用している売上集計区分によっております。 

２．各事業区分の主要製品等 

(1）繊維事業…………………綿・合繊・羊毛その他各種素材の繊維製品 

(2）化成品事業………………ポリウレタンフォーム、合成木材、無機建材、機能性フィルム、精密ろ過関連製

品、高性能エンプラ製品 

(3）不動産活用事業…………不動産の賃貸、ホテル・レストラン・ゴルフ練習場・自動車教習所の経営 

(4) 工作機械事業……………工作機械、産業機械 

(5）エレクトロニクス事業…情報システム機器、検査・計測システム 

(6）その他の事業……………環境制御等の機器・装置、バイオ関連製品、真空凍結乾燥食品、食料品・日用

品・土産物等の小売販売 

  

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

（注）１．国又は地域の区分の方法は、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は、次のとおりであります。 

(1）アジア……………中国、タイ、インドネシア 

(2）その他の地域……ブラジル、米国 

３．会計処理の方法の変更 

重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

たな卸資産 

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による低価法によってお

りましたが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 

平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額につい

ては収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益は日本が25百万円減少しております。 

また、従来営業外費用に計上していた「たな卸資産評価損」を売上原価に計上することとしたことか

ら、当第２四半期連結累計期間の営業利益は日本が３百万円、その他の地域が７百万円それぞれ減少し、

営業損失はアジアが48百万円増加しております。 

  
繊維事業 
(百万円) 

化成品事
業 
(百万円) 

不動産活
用事業 
(百万円)

工作機械
事業 
(百万円)

エレクト
ロニクス
事業 
(百万円)

その他の
事業 
(百万円)

計 
(百万円) 

消去又は
全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高                  

(1）外部顧客に対す

る売上高 
 36,602  17,286  3,145  2,946  1,602  5,047  66,630 －  66,630

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 7  2    127 －  4  192  334 (334) － 

計  36,609  17,288  3,273  2,946  1,607  5,240  66,965 (334)  66,630

営業利益又は営業損失

（△） 
 △483  △156  1,523  440  △108  89  1,304 (573)  731

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（百万円） 
アジア

（百万円） 

その他の地
域 
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全
社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高                               

(1）外部顧客に対する売上高  75,890  6,290  3,309  85,490     －  85,490

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 968  2,479  2  3,449 (3,449)     － 

計  76,859  8,769  3,311  88,940 (3,449)  85,490

営業利益又は営業損失（△）  1,679  △159  407  1,927 (590)  1,336
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４．有形固定資産の耐用年数の変更 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正を契機として耐用年数を見直した結果、有形固定資産の一部

について、第１四半期連結会計期間より耐用年数の変更を行っております。 

これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益は日本が145百万円減少しております。  

   

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 （注）１．国又は地域の区分の方法は、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は、次のとおりであります。 

(1）アジア……………中国、タイ、インドネシア 

(2）その他の地域……ブラジル、米国 

  

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

 （注）１．国又は地域の区分の方法は、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は、次のとおりであります。 

(1）アジア……………中国、タイ、インドネシア 

(2）その他の地域……ブラジル、米国 

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。 

   

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 （注）１．国又は地域の区分の方法は、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は、次のとおりであります。 

(1）アジア……………中国、タイ、インドネシア 

(2）その他の地域……ブラジル、米国 

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。 

  

  
日本 

（百万円） 
アジア

（百万円） 

その他の地
域 
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全
社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高                               

(1）外部顧客に対する売上高  58,577  6,069  1,983  66,630     －  66,630

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 578  2,669  1  3,249 (3,249)     － 

計  59,156  8,738  1,985  69,880 (3,249)  66,630

営業利益  1,105  127  3  1,236 (505)  731

〔海外売上高〕

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ．海外売上高（百万円）  15,354  5,264  20,618

Ⅱ．連結売上高（百万円）            85,490

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の割

合（％） 
 17.9  6.2  24.1

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ．海外売上高（百万円）  13,790  3,373  17,164

Ⅱ．連結売上高（百万円）            66,630

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の割

合（％） 
 20.7  5.1  25.8

（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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