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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第3四半期 69,242 0.2 790 ― △2,472 ― △2,920 ―

22年3月期第3四半期 69,102 △15.0 △895 ― △3,191 ― △3,609 ―

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

23年3月期第3四半期 △7.29 ―

22年3月期第3四半期 △9.01 ―

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

23年3月期第3四半期 169,289 40,722 24.0 101.70
22年3月期 174,381 44,811 25.7 111.87

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  40,697百万円 22年3月期  44,775百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  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

22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年3月期 ― 0.00 ―

23年3月期 
（予想）

0.00 0.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 100,000 △4.3 8,000 46.0 3,500 31.0 2,500 ― 6.24



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（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  無  
（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 

（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） 

※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、金融商品取引法に基
づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用に当たっての注意事項については、
四半期決算短信（添付資料）２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】２ページ「その他の情報」をご覧下さい。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期3Q 403,839,431株 22年3月期  403,839,431株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  3,685,999株 22年3月期  3,601,931株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 400,207,093株 22年3月期3Q  400,286,652株
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１．当四半期の連結業績等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３四半期連結累計期間の世界経済は、中国を中心とした一部アジア地域では経済成長が続く一方、欧米

では緩やかな景気回復は見られたものの、高い失業率や金融システム不安、一部ユーロ圏諸国での財政破綻懸

念などが暗い影を落とし、米ドル、ユーロなど基軸通貨が売られやすい状態が続きました。 

このような状況の下、無機化学事業の売上高は375億円（前年同期比38億円増）となりました。これは主力

の酸化チタンについて内外の景気回復により販売数量が回復したこと及び需給のタイト化を反映して海外での

販売価格改善が進んだこと、また電子部品用途向け機能材料の販売が好調であったことなどによるものです。 

有機化学事業の売上高は265億円（前年同期比28億円減）となりました。これは主力の農薬について、国内

販売では前年同期並となったものの、海外販売では主力市場である欧州での春先から夏場にかけての天候要因

と長引く円高ユーロ安の影響を受けたことなどによるものです。 

建設事業は売上高43億円（前年同期比９億円減）、その他の事業は売上高７億円（前年同期並）となりまし

た。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高692億円（前年同期比１億円増）となりました。利

益面では、無機化学事業で大幅な改善が見られたものの、有機化学事業の減益もあり、営業利益は７億円（前

年同期は８億円の営業損失）に止まりました。また営業外費用で多額の為替差損が発生したこと、特別損失に

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額を計上したことなどから、経常損失24億円（前年同期は31億円の経

常損失）、四半期純損失29億円（前年同期は36億円の四半期純損失）となりました。 

 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、51億円の収入（前年同期比44億円収入

増）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得等により27億円の支出（前年同期

比２億円支出減）となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金などの純減により７億円の支

出（前年同期は70億円の収入）となりました。 

この結果、現金及び現金同等物の当四半期末残高は、前連結会計年度末より13億円増の196億円となりまし

た。 

 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

現時点では、平成22年11月５日に公表しました通期の業績予想（連結・個別）の範囲内で収まるものと見込

んでおり業績予想の変更はありません。 

但し、平成23年度税制改正大綱に沿った法人税率引き下げが施行された場合、繰延税金資産の取り崩しによ

る損失の発生が見込まれます。今後、業績予想の修正が生じる場合は速やかにお知らせします。 

 

２．その他の情報 

(1) 重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 
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(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

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. 「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、連結決算上必要な修正を行っております。 

これによる期首の利益剰余金の減少額は242百万円であります。 

また、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響は軽微であります。 

 

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第21号 平成20年３月31日）

を適用しております。 

これによる営業利益、経常損失に与える影響はそれぞれ軽微でありますが、税金等調整前四半期純損失は802

百万円増加しております。 

また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は864百万円であります。 

 

３. 企業結合に関する会計基準等の適用 

第１四半期連結会計期間より、「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）を適用しております。 

 

（表示方法の変更） 

四半期連結損益計算書において、「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損失」の科目で表示しております。 

 

前第３四半期連結会計期間において区分掲記しておりました固定負債の「長期預り金」（当第３四半期連結

会計期間741百万円）は、負債及び純資産の合計額の100分の10以下であり重要性がないため、「その他」に含

めて表示しております。なお、前第３四半期連結会計期間の「長期預り金」は6,387百万円であります。 
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（追加情報） 

当社の持分法適用関連会社であった四日市エネルギーサービス（株）は、平成22年９月30日にその全株式を

取得したことにより連結子会社となりました。これに伴い、当第３四半期連結会計期間における四半期連結貸

借対照表は、平成22年12月31日現在における同社の貸借対照表を連結し、四半期連結損益計算書には平成22年

４月１日から平成22年９月30日までの同社の損益を持分法にて取り込んでおり、平成22年10月１日から平成22

年12月31日までの同社の損益を連結しております。 

 

(4) 重要な偶発債務 

１. 四日市工場内における土壌・地下水汚染への対応 

コンプライアンス総点検後に実施した当社四日市工場内の土壌・地下水調査の結果、主に過去の生産活動に

由来すると考えられる汚染が判明したため、当社は三重県生活環境の保全に関する条例に基づく届出書を、所

管する四日市市に提出しました。その後、第三者の学識経験者による環境専門委員会の指導と助言の下、汚染

状況と汚染源を特定する調査を実施してきました。汚染の拡散防止策にかかわる設計データの収集、原因物質

の除去や不溶化の工法についての試験施工の決定など、一定の進捗はありました。平成22年度は試験施工の状

況を踏まえつつ引き続き詳細な調査を継続いたします。従って、具体的な汚染修復の対策が固まるのは平成23

年度以降と見込まれ、現時点でその費用を合理的に見積もることは困難であります。 

２. 四日市工場内に存在すると推定される埋設物への対応 

コンプライアンス総点検において公表した四日市工場内において撤去を要すると考えられる埋設物等の調査

状況は下記のとおりであり、将来的に一定の範囲での業績への影響は避けられないものと考えていますが、現

在も埋設物の種類・性状・埋設量等の確認に至っておらず、その措置に関する費用を現時点で合理的に見積も

ることは困難であります。 

①第２グラウンドの埋設物 

当該場所は、過去に沈殿池として使用されていた経緯から、合法的に処理された廃棄物も存在しており、こ

れらと違法性の認められる埋設物を峻別の上撤去することとなります。埋設物の位置を特定するための確認調

査の過程で、地中での金属反応と他の地層と異なる地質が存在することを確認しており、ボーリング及び試掘

調査を実施した結果、一部の廃棄物（金属物）の埋設が確認されました。平成22年度から平成25年度頃までに、

更に埋設物の埋設位置・範囲の特定並びに適切な埋設物撤去方法の検討を実施する予定としており、この検討

過程において、埋設状況の全体概要の推定が可能になるものと考えております。 

②旧ＳＲ(合成ルチル)工場跡地の無機性汚泥など 

同工場跡地で仮保管していた施工地からの回収フェロシルトは、平成21年１月から搬出を開始し、搬出が完

了した区画から順次掘削を開始しました。掘削区画からはフェロシルトと思われる無機性汚泥などが確認され

ました。埋設状況の全体概要が判明する時期は、平成23年度以降と考えております。 
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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：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 20,092 18,387

受取手形及び売掛金 22,701 29,661

商品及び製品 23,269 21,580

仕掛品 8,360 6,603

原材料及び貯蔵品 9,976 12,465

繰延税金資産 4,075 2,412

その他 2,410 2,149

貸倒引当金 △254 △311

流動資産合計 90,630 92,950

固定資産   

有形固定資産   

機械及び装置（純額） 22,509 22,430

その他（純額） 34,638 35,815

有形固定資産合計 57,147 58,246

無形固定資産   

のれん 29 46

その他 312 319

無形固定資産合計 342 366

投資その他の資産   

投資有価証券 4,839 5,829

繰延税金資産 14,938 15,684

その他 1,544 1,459

貸倒引当金 △138 △140

投資損失引当金 △15 △15

投資その他の資産合計 21,168 22,818

固定資産合計 78,658 81,430

資産合計 169,289 174,381
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(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 14,897 15,929

短期借入金 35,857 39,269

1年内償還予定の社債 100 －

未払法人税等 206 747

フェロシルト回収損失引当金 3,991 2,700

その他の引当金 410 995

その他 9,862 8,582

流動負債合計 65,326 68,225

固定負債   

社債 1,900 2,000

長期借入金 37,837 29,126

退職給付引当金 8,237 7,777

フェロシルト回収損失引当金 9,086 11,410

その他の引当金 561 561

資産除去債務 867 －

その他 4,749 10,468

固定負債合計 63,240 61,344

負債合計 128,567 129,570

純資産の部   

株主資本   

資本金 43,420 43,420

資本剰余金 10,625 10,625

利益剰余金 △9,484 △6,321

自己株式 △670 △664

株主資本合計 43,891 47,060

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 96 50

繰延ヘッジ損益 0 △0

為替換算調整勘定 △3,317 △2,365

在外子会社年金債務調整額 25 29

評価・換算差額等合計 △3,194 △2,285

少数株主持分 24 35

純資産合計 40,722 44,811

負債純資産合計 169,289 174,381
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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：百万円)

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 69,102 69,242

売上原価 55,608 53,962

売上総利益 13,494 15,279

販売費及び一般管理費 14,389 14,489

営業利益又は営業損失（△） △895 790

営業外収益   

受取利息 16 17

受取配当金 40 88

受取賃貸料 55 34

その他 146 153

営業外収益合計 259 294

営業外費用   

支払利息 1,242 1,363

持分法による投資損失 103 80

為替差損 371 1,307

その他 836 806

営業外費用合計 2,555 3,557

経常損失（△） △3,191 △2,472

特別利益   

前期損益修正益 86 41

保険差益 48 21

負ののれん発生益 － 38

事業構造改善引当金戻入額 － 44

その他 14 64

特別利益合計 150 209

特別損失   

固定資産処分損 429 486

投資有価証券評価損 0 －

事業構造改善費用 493 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 802

その他 25 74

特別損失合計 949 1,363

税金等調整前四半期純損失（△） △3,990 △3,626

法人税、住民税及び事業税 454 268

法人税等調整額 △818 △968

法人税等合計 △364 △699

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △2,926

少数株主損失（△） △16 △6

四半期純損失（△） △3,609 △2,920
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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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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損失（△） △3,990 △3,626

減価償却費及びその他の償却費 4,093 4,322

減損損失 23 3

事業構造改善費用 493 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 49 △50

退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は
減少）

430 470

フェロシルト回収損失引当金の増減額(△は減少) △2,630 △1,033

その他の引当金の増減額（△は減少） △498 △734

受取利息及び受取配当金 △57 △106

支払利息 1,242 1,363

為替差損益（△は益） △6 70

持分法による投資損益（△は益） 107 84

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 802

固定資産処分損益（△は益） 178 248

投資有価証券評価損益（△は益） 0 －

売上債権の増減額（△は増加） 864 5,884

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,694 △1,453

その他の流動資産の増減額（△は増加） 424 △262

仕入債務の増減額（△は減少） 1,982 △320

その他の流動負債の増減額（△は減少） 4,114 1,663

その他 △60 △319

小計 2,068 7,007

利息及び配当金の受取額 57 79

利息の支払額 △1,140 △1,262

保険金の受取額 48 238

法人税等の支払額 △347 △905

営業活動によるキャッシュ・フロー 686 5,157

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 △20

定期預金の払戻による収入 20 20

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △9 △11

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による
収入

－ 1

固定資産の取得による支出 △3,282 △2,221

固定資産の売却による収入 276 525

貸付けによる支出 △162 △350

貸付金の回収による収入 236 356

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △1,013

残余財産の分配収入 21 －

その他 1 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,918 △2,713
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(単位：百万円)

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31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） 1,060 △3,071

長期借入れによる収入 12,559 10,235

長期借入金の返済による支出 △5,640 △7,085

リース債務の返済による支出 △487 △626

預り金の返済による支出 △398 △218

自己株式の純増減額（△は増加） △5 △5

財務活動によるキャッシュ・フロー 7,086 △773

現金及び現金同等物に係る換算差額 △11 △356

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,844 1,314

現金及び現金同等物の期首残高 12,648 18,304

現金及び現金同等物の四半期末残高 17,493 19,618
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(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21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

(単位：百万円) 

 
無機化学 
事業 

有機化学
事業 

建設事業
その他の
事業 

計 
消去又は 
全社 

連結 

売上高   

(1)外部顧客に 
対する売上高 

33,676 29,429 5,285 710 69,102 － 69,102

(2)セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

－ － 2,409 612 3,021 （3,021） －

計 33,676 29,429 7,695 1,322 72,124 （3,021） 69,102

営業利益 
又は営業損失(△） 

△2,896 3,110 582 112 908 （1,803） △895

 

(注) 1. 事業区分は、製品の種類、製造方法及び市場等の類似性を勘案して決定しており、各事業区分に属する

主要な製品又は事業内容は、次のとおりであります。 

(1) 無機化学事業：酸化チタン、機能材料、電子材料、その他化成品 

(2) 有機化学事業：農薬（除草剤、殺虫剤、殺菌剤等）、有機中間体、医薬 

(3) 建設事業  ：建設業 

(4) その他の事業：商社業等 

2. 会計基準等の変更 

「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」に記載のとおり、第１四

半期連結会計期間より「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び

「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を適用

しております。これによる当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。 
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【所在地別セグメント情報】 

前第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） 

(単位：百万円) 

 日本 アジア 米州 欧州 計 
消去又は 

全社 
連結 

売上高   

(1)外部顧客に 
対する売上高 

44,696 5,664 3,071 15,670 69,102 － 69,102

(2)セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

16,097 3,307 2 90 19,497 （19,497） －

計 60,793 8,972 3,073 15,760 88,599 （19,497） 69,102

営業利益 
又は営業損失(△) 

2,082 △374 35 724 2,467 （3,362） △895

 

(注)  1. 国又は地域区分は、地理的近接度及び事業活動との相互関連性を勘案して決定しており、本邦以外の

各区分に属する主要な国又は地域は、次のとおりであります。 

(1) アジア：シンガポール、台湾 

(2) 米州 ：米国 

(3) 欧州 ：ベルギー、フランス、スペイン 

2. 会計基準等の変更 

「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」に記載のとおり、第１

四半期連結会計期間より「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）

及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）

を適用しております。これによる当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。 

 

【海外売上高】 

前第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

 

 アジア 米州 欧州 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 14,488 7,193 17,074 187 38,942

Ⅱ 連結売上高（百万円）  69,102

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合（％） 

21.0 10.4 24.7 0.3 56.4

 

(注) 1. 国又は地域区分は、地理的近接度及び事業活動との相互関連性を勘案して決定しており、各区分に属す

る主要な国又は地域は、次のとおりであります。 

(1) アジア：中国、台湾、韓国、タイ、インドネシア、シンガポール 

(2) 米州 ：米国、カナダ、ブラジル、アルゼンチン、メキシコ 

(3) 欧州 ：ドイツ、オランダ、フランス、英国、ベルギー、イタリア、東欧及び中東地域 

(4) その他：オーストラリア、ニュージーランド、アフリカ 

2. 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。 
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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、取締役会が、事業活動方針や経営資源の配分を決定し、業績を評価する単位で構成

しており、製品やサービスの特性や製造方法、製造過程に基づいて「無機化学事業」、「有機化学事業」、「建

設事業」、「その他の事業」を報告セグメントとしております。 

「無機化学事業」は無機化学品である酸化チタンやその他化成品、機能材料及び電子材料の製造及び販売を行っ

ている事業セグメントから構成されております。「有機化学事業」は、有機化学品である農薬及び医薬品の製造及

び販売を行っている事業セグメントから構成されております。また、当社グループの生産設備などの建設・修繕や

外部受託によるプラントなどの建設を行う「建設事業」、「その他の事業」は商社業等で構成されております。 

 

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22年４月１日  至  平成22年12月31日） 

（単位：百万円） 

報告セグメント 

 
無機化学事業 有機化学事業 建設事業 その他の事業

合計 
調整額 
(注1) 

四半期連
結損益計
算書計上

額 
（注2） 

売上高    

外部顧客への売上高 37,564 26,543 4,383 751 69,242 － 69,242

セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

－ － 2,711 729 3,440 △3,440 －

計 37,564 26,543 7,094 1,480 72,683 △3,440 69,242

セグメント利益 745 1,105 243 113 2,208 △1,418 790

 

(注) 1. 調整額は以下のとおりであります。 

セグメント利益の調整額△1,418百万円には、セグメント間取引消去114百万円、各報告セグメントに配

分していない全社費用△1,532百万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

ない一般管理費であります。 

 2. 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。 

 

３. 地域に関する情報 

当第３四半期連結累計期間（自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日） 

 

 売上高                                        （単位：百万円） 

日本 アジア 米州 欧州 その他 計 

30,538 16,312 7,389 14,781 220 69,242

 

(注) 1. 売上高は顧客の所在地を基礎として、国又は地域に分類しております。 

2. 本邦以外の地域区分は、地理的近接度及び事業活動との相互関連性を勘案して決定しており、各区分に

属する主要な国又は地域は、次のとおりであります。 

(1) アジア：中国、台湾、韓国、タイ、インドネシア、シンガポール 

(2) 米州 ：米国、カナダ、ブラジル、アルゼンチン、メキシコ 

(3) 欧州 ：ドイツ、オランダ、フランス、英国、ベルギー、イタリア、東欧及び中東地域 

(4) その他：オーストラリア、ニュージーランド、アフリカ 
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（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。 

 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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