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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 16,934 △25.5 475 △66.7 437 △64.1 131 △78.7

21年3月期第3四半期 22,737 ― 1,428 ― 1,218 ― 618 ―

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 6.71 ―

21年3月期第3四半期 28.21 ―

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 22,829 15,478 67.8 787.28
21年3月期 23,211 15,327 66.0 779.60

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  15,478百万円 21年3月期  15,327百万円

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 ― 7.00 ― 5.00 12.00
22年3月期 ― 5.00 ―

22年3月期 
（予想）

5.00 10.00

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 22,700 △16.8 600 △42.6 600 △35.7 200 △32.7 10.17
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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（２）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（３）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 

本資料に掲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およ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および業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
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。 

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 23,446,209株 21年3月期  23,446,209株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  3,785,923株 21年3月期  3,785,887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 19,660,297株 21年3月期第3四半期 21,931,096株
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第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、在庫調整も一段落し政府の経済対策効果等により一部に回復の兆

しも見えました。輸出や生産についても持ち直し感があるものの、失業率は依然として高水準であり、厳しい状況が

続きました。また、企業の設備投資の手控えや賃金の抑制が続いているため個人消費も低迷しており、全体的には景

気回復への道筋が見えないまま大変厳しい経営環境の中で推移いたしました。 

このような経済状況のもと当社グループ（当社及び連結子会社）は、生産・販売効率の強化をはじめ、人件費の圧

縮、徹底的な経費削減と不良率の低減を積極的に行いましたが、当第３四半期連結累計期間の売上高は169億３千４

百万円（前年同期比25.5％減）となりました。このうち、海外売上高は37億９千３百万円で、売り上げ全体の22.4％

を占めております。 

収益面におきましては、営業利益は４億７千５百万円（前年同期比66.7％減）、経常利益は４億３千７百万円（前

年同期比64.1％減）、四半期純利益は１億３千１百万円（前年同期比78.7％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。  

①産業用資材 

主力の工業用品部門は自動車メーカーの減産や在庫調整の影響があり、前年に比べ大幅な減収減益となりました。

電気材料部門につきましては電力及び情報通信におけるインフラ関連部品の需要が堅調だったものの前年並みに推移

し、前年に比べ僅かながら増収増益となりました。印刷材料部門につきましては海外からの受注は多いものの折から

の円高により国内受注を優先したため前年に比べ大幅な減収となりましたが、固定費削減に努めた結果増益となりま

した。制御機器部門及び引布加工品部門につきましては各業界の市場低迷と在庫調整が依然続いており、前年に比べ

各々減収減益となりました。 

この結果、売上高は126億８千５百万円（前年同期比23.9％減）となり、営業利益は３億６百万円（前年同期比

67.2％減）となりました。 

②スポーツ用品  

アウトドア用品部門においては新ブランド「ＳＡＬＥＷＡ」（サレワ）の発表、ゴルフ用カーボンシャフト部門に

おいては「Ｍｏｔｏｒｅ Ｓｐｅｅｄｅｒ」（モトーレ スピーダー）並びに「Ｍｏｔｏｒｅ Ｆ１」（モトーレ 

エフワン）の販売を開始いたしました。しかしながら国内景気の悪化により個人消費の低迷が根強く、また、消費者

心理が冷え込んだことにより、前年に比べ各々減収減益となりました。 

この結果、売上高は37億９千１百万円（前年同期比31.9％減）となり、営業利益は４億３千６百万円（前年同期比

48.7％減）となりました。 

③物流  

物流部門では、昨年末から続いている景気の低迷により荷主の出荷量が減少したことに加え、燃料代上昇の影響を

受け、前年に比べ減収減益となりました。 

この結果、売上高は５億４千２百万円（前年同期比12.0％減）となり、営業利益は４千４百万円（前年同期比

12.4％減）となりました。 

  

所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。 

①日本 

主力の自動車部品関連製品部門をはじめとして、振動関連製品部門等の売上の減少が依然として大きく、またゴル

フ用カーボンシャフト部門においても、市場悪化が依然として大きく影響し、前年に比べ減収減益となりました。 

この結果、売上高は153億１千４百万円（前年同期比22.9％減）となり、営業利益は８億６千７百万円（前年同期

比54.7％減）となりました。 

②北米  

北米市場は、自動車関連製品部門、印刷材料部門及びゴルフ用カーボンシャフト部門各々の市場の不振が継続して

おり減収となりましたが、ゴルフ用カーボンシャフト部門の経費削減が功を奏し損失が減少しました。 

この結果、売上高は17億６千６百万円（前年同期比43.5％減）となり、営業損失は１億６百万円（前年同期は営業

損失２億８百万円）となりました。 

③アジア  

ベトナム子会社においては、ゴルフ用カーボンシャフトの受注の減少が依然として大きく減収となりました。しか

しながら、経費削減の効果が収益に貢献したため増益となりました。一方で中国子会社においては、産業用資材関連

の減産の影響により、減収減益となりました。 

この結果、売上高は12億２千７百万円（前年同期比25.0％減）となり、営業利益は４千６百万円（前年同期比

59.1％減）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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 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、３億８千２百万円減少の228億２千９百万

円となりました。また、負債合計は前連結会計年度末と比較し、５億３千３百万円減少の73億５千１百万円となりま

した。固定負債のうち長期借入金が１億３千７百万円減少しております。純資産は154億７千８百万円となり、以上

の結果、自己資本比率は前連結会計年度末の66.0％から67.8％に増加となりました。  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第３四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。）は、前連結会計年度末に比べ

６億７千７百万円減少し、21億９千２百万円となりました。 

 当第３四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、固定資産臨時償却費の計上などにより

税金等調整前当期純利益が大幅に減少しましたが、棚卸資産の増加額が減少したこと、仕入債務の増減額が増加に転

じたこと、法人税等の支払額が減少したことなどにより、前年同期比11.2％増の10億４千６百万円の増加となりまし

た。 

 当第３四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が減少

しましたが、定期預金の預入による支出があったことなどにより、前年同期比147.5％増の14億７千９百万円の減少

となりました。 

 当第３四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、自己株式の取得による支出が大幅に減

少し、また配当金の支払額が減少しましたが、短期借入金の返済を進めたことや長期借入による収入の減少などによ

り、前年同期比33.9％減の２億３千２百万円の減少となりました。 

  

平成21年11月13日に公表した平成22年３月期の連結業績予想につきましては変更はございません。 

  

該当事項はありません。  

  

 ①固定資産の定率法に基づく減価償却費については、当第３四半期連結会計期間を含む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しております。 

 ②法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定にあたり、加味する加減算項目や税額控除項目を重要

  なものに限定しております。 

  

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：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 3,271,783 2,869,796

受取手形及び売掛金 6,439,037 6,476,262

商品及び製品 1,278,381 1,479,430

仕掛品 1,775,605 1,474,712

原材料及び貯蔵品 416,294 458,678

繰延税金資産 182,585 270,162

その他 503,718 407,893

貸倒引当金 △18,300 △20,803

流動資産合計 13,849,105 13,416,132

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,630,593 1,945,979

機械装置及び運搬具（純額） 2,448,838 2,872,002

土地 2,629,091 2,629,496

建設仮勘定 73,005 94,136

その他（純額） 299,853 359,310

有形固定資産合計 7,081,382 7,900,925

無形固定資産 187,963 180,296

投資その他の資産   

投資有価証券 911,954 746,763

長期貸付金 98,761 115,044

繰延税金資産 124,687 119,713

その他 599,981 760,489

貸倒引当金 △24,192 △27,603

投資その他の資産合計 1,711,192 1,714,407

固定資産合計 8,980,538 9,795,628

資産合計 22,829,644 23,211,760

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,888,286 1,752,408

短期借入金 2,548,868 2,532,500

未払法人税等 96,153 142,987

賞与引当金 95,370 282,744

その他 876,487 1,139,972

流動負債合計 5,505,166 5,850,613

固定負債   

長期借入金 927,886 1,065,625

繰延税金負債 261,226 306,105
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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) 

退職給付引当金 500,145 505,632

その他 156,995 156,555

固定負債合計 1,846,253 2,033,917

負債合計 7,351,419 7,884,531

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,804,298 3,804,298

資本剰余金 3,230,719 3,230,719

利益剰余金 10,036,844 10,101,450

自己株式 △1,556,342 △1,556,330

株主資本合計 15,515,520 15,580,137

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 138,111 34,714

繰延ヘッジ損益 － △3,357

為替換算調整勘定 △175,406 △284,264

評価・換算差額等合計 △37,295 △252,907

純資産合計 15,478,224 15,327,229

負債純資産合計 22,829,644 23,211,760
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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 22,737,712 16,934,941

売上原価 17,044,972 13,155,476

売上総利益 5,692,739 3,779,465

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 334,695 240,259

貸倒引当金繰入額 2,508 －

給料及び手当 1,393,396 1,204,651

賞与引当金繰入額 35,458 38,127

役員退職慰労引当金繰入額 1,172 －

退職給付費用 87,617 112,063

減価償却費 65,726 68,166

開発研究費 298,772 266,383

その他 2,045,065 1,374,579

販売費及び一般管理費合計 4,264,413 3,304,230

営業利益 1,428,326 475,234

営業外収益   

受取利息 6,386 3,764

受取配当金 60,531 27,116

受取賃貸料 39,262 38,519

その他 37,648 60,901

営業外収益合計 143,829 130,301

営業外費用   

支払利息 35,263 24,723

賃貸収入原価 29,599 27,230

貸倒引当金繰入額 15,490 －

為替差損 223,315 77,149

その他 50,196 38,897

営業外費用合計 353,865 168,000

経常利益 1,218,290 437,535

特別利益   

投資有価証券売却益 3,201 －

貸倒引当金戻入額 － 4,393

特別利益合計 3,201 4,393

特別損失   

固定資産臨時償却費 － 140,716

投資有価証券評価損 － 4,394

その他 － 560

特別損失合計 － 145,670

税金等調整前四半期純利益 1,221,491 296,259

法人税、住民税及び事業税 459,609 196,392
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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) 

法人税等調整額 167,115 △32,131

法人税等合計 626,724 164,261

少数株主損失（△） △23,965 －

四半期純利益 618,732 131,997
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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 1,221,491 296,259

減価償却費 1,013,346 894,908

固定資産臨時償却費 － 140,716

貸倒引当金の増減額（△は減少） 18,823 △5,728

賞与引当金の増減額（△は減少） △236,983 △187,374

退職給付引当金の増減額（△は減少） 83,615 145,051

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △30,544 －

受取利息及び受取配当金 △66,918 △30,880

支払利息 35,263 24,723

為替差損益（△は益） 233,422 41,470

投資有価証券売却損益（△は益） △3,201 45

投資有価証券評価損益（△は益） 579 4,394

有形固定資産除却損 6,870 1,566

有形固定資産売却損益（△は益） △353 △268

売上債権の増減額（△は増加） 229,523 32,780

たな卸資産の増減額（△は増加） △383,042 △60,731

前払費用の増減額（△は増加） △6,956 △19,985

その他の流動資産の増減額（△は増加） △188,736 △55,154

仕入債務の増減額（△は減少） △304,394 143,183

未払金の増減額（△は減少） 1,314 △166,246

未払費用の増減額（△は減少） 28,585 4,013

その他の流動負債の増減額（△は減少） 81,248 77,405

未払消費税等の増減額（△は減少） △9,937 △3,861

その他の固定負債の増減額（△は減少） △66,548 7,345

その他の負債の増減額（△は減少） △33,392 △21,580

その他 112 560

小計 1,623,190 1,262,612

利息及び配当金の受取額 66,749 30,362

利息の支払額 △35,253 △24,720

法人税等の支払額 △713,453 △221,701

営業活動によるキャッシュ・フロー 941,232 1,046,552
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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   

有形固定資産の取得による支出 △605,125 △380,388

有形固定資産の売却による収入 1,775 1,388

無形固定資産の取得による支出 △29,889 △24,480

投資有価証券の取得による支出 △455 △298

投資有価証券の売却による収入 11,701 250

定期預金の預入による支出 － △1,079,211

貸付けによる支出 △44,140 △19,101

貸付金の回収による収入 18,087 26,965

その他の支出 △18,305 △20,446

その他の収入 68,502 15,878

投資活動によるキャッシュ・フロー △597,848 △1,479,443

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） △44,851 △320,681

長期借入れによる収入 1,550,000 292,289

自己株式の取得による支出 △1,555,243 △11

配当金の支払額 △301,739 △196,603

リース債務の返済による支出 － △7,466

財務活動によるキャッシュ・フロー △351,834 △232,472

現金及び現金同等物に係る換算差額 △40,257 △11,859

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △48,707 △677,223

現金及び現金同等物の期首残高 2,002,338 2,869,796

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,953,630 2,192,572
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 該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日）             （単位：千円） 

  

当第３四半期連結会計期間（自平成21年10月１日 至平成21年12月31日）             （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）                （単位：千円） 

  

（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〕

  産業用資材 スポーツ用品 物流 計
消去または 

全社 
連結

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  5,132,299  1,512,014  169,598  6,813,912  ―  6,813,912

(2）セグメント間の内部売上

高または振替高 
 ―  ―  33,566  33,566 ( )33,566  ―

計  5,132,299  1,512,014  203,165  6,847,479 ( )33,566  6,813,912

営業利益(△損失）  387,678  △30,646  13,981  371,014 ( )135,303  235,711

  産業用資材 スポーツ用品 物流 計
消去または 

全社 
連結

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  4,577,296  1,094,389  162,243  5,833,929  ―  5,833,929

(2）セグメント間の内部売上

高または振替高 
 ―  ―  30,296  30,296 ( )30,296  ―

計  4,577,296  1,094,389  192,540  5,864,225 ( )30,296  5,833,929

営業利益  428,274  141,949  17,602  587,826 ( )103,474  484,352

  産業用資材 スポーツ用品 物流 計
消去または 

全社 
連結

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  16,658,814  5,568,457  510,439  22,737,712  ―  22,737,712

(2）セグメント間の内部売上

高または振替高 
 ―  ―  105,712  105,712 ( )105,712  ―

計  16,658,814  5,568,457  616,152  22,843,424 ( )105,712  22,737,712

営業利益  934,224  851,831  51,293  1,837,349 ( )409,022  1,428,326
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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）                （単位：千円） 

 （注）１ 事業区分は、ゴム機能を生かした生産者向け製品の事業としての産業用資材事業、消費者向け製品の事業と

してのスポーツ用品事業及び物流事業に区分しております。 

２ 各事業の主な製品 

(1）産業用資材  ・・・・・ 工業用精密ゴム部品・電気絶縁材料・電気接続材料・印刷用ブランケット・

各種加工品・各種ゴム引布 

(2）スポーツ用品 ・・・・・ シューズ、ウェアなどのアウトドア用品・ゴルフ用カーボンシャフト 

(3）物流     ・・・・・ 物品の輸送及び保管 

３ 会計処理の方法の変更 

 前第３四半期連結累計期間  

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

「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」２．(1)に記載のとおり、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）を適 

用しております。これによるセグメント情報に与える影響はありません。  

 （連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い） 

「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」２．(2)に記載のとおり、第１四半期

連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報

告第18号 平成18年５月17日）を適用しております。これによるセグメント情報に与える影響は軽微であり

ます。 

４ 追加情報 

 前第３四半期連結累計期間  

 （有形固定資産の耐用年数の変更） 

追加情報に記載のとおり、法人税法の改正による法定耐用年数の変更を契機として耐用年数を見直し、第１

四半期連結会計期間より、当社及び国内連結子会社は、既存の減価償却資産を含め機械装置の耐用年数を10

年から９年に変更しております。これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益は「産業用資材」が

30,690千円減少しております。 

 （返品調整引当金） 

追加情報に記載のとおり、㈱キャラバンは返品実績率が低下したことにより、第１四半期連結会計期間より

返品調整引当金は計上しておりません。これによるセグメント情報に与える影響は軽微であります。 

５ 連結会社の消費税等の会計処理は税抜方式によっているため当該金額には消費税等は含まれておりません。

  産業用資材 スポーツ用品 物流 計
消去または 

全社 
連結

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  12,685,222  3,791,903  457,814  16,934,941  ―  16,934,941

(2）セグメント間の内部売上

高または振替高 
 ―  ―  84,530  84,530 ( )84,530  ―

計  12,685,222  3,791,903  542,345  17,019,472 ( )84,530  16,934,941

営業利益  306,498  436,830  44,940  788,269 ( )313,034  475,234
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前第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日）                （単位：千円） 

  

当第３四半期連結会計期間（自平成21年10月１日 至平成21年12月31日）                （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）                （単位：千円） 

  

〔所在地別セグメント情報〕

  日本 北米 アジア 計
消去または 

全社 
連結

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  5,945,328  712,210  156,372  6,813,912  ―  6,813,912

(2）セグメント間の内部売上

高または振替高 
 346,872  10,185  331,037  688,095 ( )688,095  ―

計  6,292,201  722,396  487,409  7,502,007 ( )688,095  6,813,912

営業利益（△損失）  478,776  △129,275  24,900  374,401 ( )138,690  235,711

  日本 北米 アジア 計
消去または 

全社 
連結

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  5,270,114  455,841  107,973  5,833,929  ―  5,833,929

(2）セグメント間の内部売上

高または振替高 
 417,265  9,644  280,516  707,427 ( )707,427  ―

計  5,687,380  465,486  388,489  6,541,356 ( )707,427  5,833,929

営業利益（△損失）  577,317  △16,858  33,771  594,230 ( )109,878  484,352

  日本 北米 アジア 計
消去または 

全社 
連結

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  18,797,616  3,113,196  826,899  22,737,712  ―  22,737,712

(2）セグメント間の内部売上

高または振替高 
 1,071,046  16,588  809,105  1,896,741 ( )1,896,741  ―

計  19,868,662  3,129,785  1,636,005  24,634,453 ( )1,896,741  22,737,712

営業利益（△損失）  1,913,217  △208,427  113,639  1,818,430 ( )390,103  1,428,326
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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）                （単位：千円） 

 （注）１ 国または地域の区分は、地理的近接度により区分しております。 

２ 本邦以外の区分に属する国 

(1）北米  ・・・・・ アメリカ 

(2）アジア ・・・・・ 中国、ベトナム 

３ 会計処理の方法の変更 

 前第３四半期連結累計期間  

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

「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」２．(1)に記載のとおり、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）を適 

用しております。これによるセグメント情報に与える影響はありません。  

 （連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い） 

「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」２．(2)に記載のとおり、第１四半期

連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報

告第18号 平成18年５月17日）を適用しております。これによるセグメント情報に与える影響は軽微であり

ます。 

４ 追加情報 

 前第３四半期連結累計期間  

 （有形固定資産の耐用年数の変更） 

追加情報に記載のとおり、法人税法の改正による法定耐用年数の変更を契機として耐用年数を見直し、第１

四半期連結会計期間より、当社及び国内連結子会社は、既存の減価償却資産を含め機械装置の耐用年数を10

年から９年に変更しております。これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益は「日本」が30,690千

円減少しております。 

 （返品調整引当金） 

追加情報に記載のとおり、㈱キャラバンは返品実績率が低下したことにより、第１四半期連結会計期間より

返品調整引当金は計上しておりません。これによるセグメント情報に与える影響は軽微であります。 

５ 連結会社の消費税等の会計処理は税抜方式によっているため当該金額には消費税等は含まれておりません。

  日本 北米 アジア 計
消去または 

全社 
連結

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  14,608,955  1,755,323  570,662  16,934,941  ―  16,934,941

(2）セグメント間の内部売上

高または振替高 
 705,955  11,614  656,358  1,373,928 ( )1,373,928  ―

計  15,314,910  1,766,938  1,227,021  18,308,869 ( )1,373,928  16,934,941

営業利益（△損失）  867,555  △106,439  46,533  807,649 ( )332,414  475,234
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前第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日）                （単位：千円） 

  

当第３四半期連結会計期間（自平成21年10月１日 至平成21年12月31日）                （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）                （単位：千円） 

  

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）                （単位：千円） 

 （注）１ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

２ 国または地域の区分の方法及び各区分に属する主な国または地域 

(1）国または地域の区分の方法は、地理的近接度により区分しております。 

(2）各区分に属する主な国または地域 

北米     ・・・・・ アメリカ、カナダ 

アジア    ・・・・・ 中国、韓国 

その他の地域 ・・・・・ オランダ 

３ 連結会社の消費税等の会計処理は税抜方式によっているため当該金額には消費税等は含まれておりません。

該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

〔海外売上高〕

  北米 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高  635,536  657,394  210,247  1,503,178

Ⅱ 連結売上高  ―  ―  ―  6,813,912

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割

合（％） 
 9.3  9.6  3.0  22.0

  北米 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高  342,377  610,642  175,152  1,128,172

Ⅱ 連結売上高  ―  ―  ―  5,833,929

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割

合（％） 
 5.9  10.5  3.0  19.3

  北米 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高  2,851,292  2,257,417  531,584  5,640,294

Ⅱ 連結売上高  ―  ―  ―  22,737,712

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割

合（％） 
 12.5  9.9  2.3  24.8

  北米 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高  1,585,979  1,778,529  429,469  3,793,978

Ⅱ 連結売上高  ―  ―  ―  16,934,941

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割

合（％） 
 9.4  10.5  2.5  22.4

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報
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