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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 39,985 49.2 786 ― 724 112.2 △4,679 ―
22年3月期第3四半期 26,792 △14.7 △28 ― 341 55.8 △2,818 ―

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 △167.09 ―
22年3月期第3四半期 △100.36 ―

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 68,901 58,676 85.2 2,127.68
22年3月期 73,779 64,042 86.6 2,275.48

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  58,676百万円 22年3月期  63,892百万円

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 ― 10.00 ― 10.00 20.00
23年3月期 ― 10.00 ―
23年3月期 

（予想）
10.00 20.00

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 52,000 33.1 1,300 331.3 1,100 44.6 △4,300 ― △153.55



(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  有  
（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。 
 なお、業績予想に関する事項は、四半期決算短信（添付資料）３ページの「１．当四半期の連結業績等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」をご参照ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.４「その他」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期3Q  29,813,026株 22年3月期  29,813,026株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  2,235,336株 22年3月期  1,734,708株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q  28,003,590株 22年3月期3Q  28,078,890株
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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）におけるわが国経済は、

新興国向けを中心とする輸出の増加や政府の景気刺激策の効果等により、緩やかな回復傾向を示しました

が、秋口以降、急激な円高による輸出の伸び悩みや政策効果の一巡により、景気回復が足踏み状態となり

ました。 

 このような厳しい状況の中で、当社グループの連結業績は、世界同時不況からの回復を背景にして工業

品の受注が伸び、また、前年同期との比較では株式会社タクミック・エスピー及びその子会社が連結対象

に加わったこと等により、売上高が399億85百万円（前年同期比149.2％）となりました。 

 利益面につきましては、株式会社タクミック・エスピー及びその子会社の寄与等により、営業利益が７

億86百万円（前年同期は28百万円の損失）となり、経常利益は前年同期との比較では円高の進行により為

替差損益が大幅に悪化したこと等により７億24百万円（前年同期比212.2％）となりました。 

 また、株式会社タクミック・エスピーがPT. SUMMITPLASTを取得することに伴う負ののれん発生益等の

特別利益がありましたが、投資有価証券評価損等の特別損失があり、46億79百万円の四半期純損失（前年

同期は28億18百万円の損失）となりました。 

  

セグメント別の業績は次のとおりであります。 

  

（日本） 

デフレの進行と消費不況が続く厳しい状況にありましたが、ハウスウエア合成樹脂製品関連部門につき

ましては、新製品の売上げ増加に注力いたしました。また、工業品合成樹脂製品関連部門につきまして

は、世界同時不況で落ち込んだ売上高が漸次回復に向かっております。  

 この結果、当セグメントの売上高は、148億59百万円となり、セグメント利益は６億61百万円となりま

した。 

  

（中国） 

世界同時不況からの回復に伴い、工業品合成樹脂製品関連部門の受注が増加し、地域内の各子会社は業

績が回復傾向にあります。 

 この結果、当セグメントの売上高は、137億84百万円となり、セグメント利益は２億81百万円となりま

した。 

  

（東南アジア） 

株式会社タクミック・エスピーの各子会社が東南アジア諸国の堅調な国内需要等に支えられ業績を順調

に伸ばしております。 

 この結果、当セグメントの売上高は、113億42百万円となり、セグメント利益は５億22百万円となりま

した。 

  

（資産） 

当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べて48億78百万円減少し、689億

１百万円となりました。これは、受取手形及び売掛金が14億７百万円増加しましたが、自己株式の購

入、天馬皇冠精密工業（蘇州）有限公司への出資等で現金及び預金が23億86百万円、時価の下落により

投資有価証券が18億83百万円、繰延税金資産の減少等でその他が17億１百万円、それぞれ減少したこと

等によります。 

  

（負債） 

当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べて４億88百万円増加し、102億

25百万円となりました。これは、未払法人税等が２億90百万円減少しましたが、PT. SUMMITPLASTが連

結対象に加わったこと等もあり、支払手形及び買掛金が11億33百万円増加したこと等によります。 

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

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

① 資産、負債及び純資産の状況
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（純資産） 

当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べて53億66百万円減少し、586

億76百万円となりました。これは、主に投資有価証券評価損を特別損失に計上したことに伴い、その他

有価証券評価差額金が15億37百万円増加し、利益剰余金が52億41百万円減少したこと、為替換算調整勘

定が10億81百万円減少したこと等によります。 

  

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は、前連結会計年度末に比べて18億36百万円

減少し、78億24百万円（前年同期比は18億38百万円の減少）となりました。各活動別のキャッシュ・フロ

ーの状況とそ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） 

税金等調整前四半期純損失43億75百万円、売上債権の増加15億79百万円等がありましたが、投資有価

証券評価損50億80百万円、減価償却費19億62百万円、仕入債務の増加13億50百万円等があり、19億76百

万円の増加（前年同期比は３億66百万円の増加）となりました。 

  

（投資活動よるキャッシュ・フロー） 

定期預金の払戻301億77百万円等の収入がありましたが、定期預金の預入296億63百万円、有形固定資

産の取得19億85百万円等の支出があり、22億94百万円の減少（前年同期比は141億15百万円の増加）と

なりました。 

  

（財務活動よるキャッシュ・フロー） 

配当金の支払５億46百万円、自己株式の増加４億30百万円等があり、11億14百万円の減少（前年同期

比は５億34百万円の減少）となりました。 

  

当第３四半期連結決算につきましては、金融機関の株価の大幅下落に伴う減損処理により第２四半期に

引続き、多額の投資有価証券評価損が発生しましたが、通期連結会計年度の業績予想には既にこの投資有

価証券評価損を織り込み済みでありますので、平成22年11月５日に発表しました予想を変更せず、業績予

想数値の達成に努めてまいります。 

② キャッシュ・フローの状況

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

（簡便な会計処理） 

① 棚卸資産の評価方法 

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、前連結会計年度末の

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。 

  

② 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。 

  

③ 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、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

する方法によっております。 

 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場合には、前連結会計年度において使用した将

来の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、前連結会計年度末以降に経

営環境等、又は、一時差異の発生状況に著しい変化が認められた場合には、前連結会計年度におい

て使用した将来の業績予測やタックス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利

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 

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整前当期純利益

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、税金等調整前四半期純利益に当該見積実

効税率を乗じて計算しております。 

 なお、法人税、住民税及び事業税と法人税等調整額を一括し「法人税等」として表示しておりま

す。 

  

（会計処理基準に関する事項の変更） 

① 在外子会社等の収益及び費用の換算方法の変更 

第１四半期連結会計期間より、在外子会社等の収益及び費用について、これまで決算日の直物為

替相場により円貨に換算する方法を採用してまいりましたが、期中平均為替相場により換算する方

法に変更いたしました。 

 この変更は、在外子会社等の収益及び費用の額の重要性が従前より増してきたことにより、一時

的な為替相場の変動による期間損益への影響を平均化し、会計期間を通じて発生する損益をより適

切に連結財務諸表に反映することを目的としております。 

 この結果、従来の方法と比較して、当第３四半期連結累計期間の売上高1,215,160千円、売上総

利益143,726千円、営業利益42,281千円及び経常利益10,007千円が増加し、税金等調整前四半期純

損失94千円が減少しております。 

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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② 「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

第１四半期連結会計期間より、「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。 

これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益は、それぞれ1,008千円減少

し、税金等調整前四半期純損失は、10,818千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10,342千円であります。 

  

（表示方法の変更） 

① 四半期連結貸借対照表関係 

前第３四半期連結会計期間において、有形固定資産の「その他」に含めていた「機械装置及び運

搬具（純額）」は、資産の総額の100分の10を超えたため、当第３四半期連結会計期間では区分掲

記することとしております。なお、前第３四半期連結会計期間の有形固定資産の「その他」に含ま

れる「機械装置及び運搬具（純額）」は6,637,836千円であります。 

  

② 四半期連結損益計算書 

「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）に基づき財務諸

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）の適用に伴い、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」の科目を表示しております。 

  

③ 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前第３四半期連結累計期間において営業活動によるキャッシュ・フローの「その他の資産の増減

額（△は増加）」及び「その他の負債の増減額（△は減少）」と区分掲記していたものは、第３四

半期連結累計期間より、「その他」に含めて表示しております。 

 なお、当第３四半期連結累計期間の「その他」に含まれている「その他の資産の増減額（△は増

加）」及び「その他の負債の増減額（△は減少）」はそれぞれ△159,373千円、105,674千円であり

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：千円）

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 21,554,316 23,940,134

受取手形及び売掛金 10,809,749 9,402,300

商品及び製品 1,525,455 1,524,754

仕掛品 357,271 398,347

原材料及び貯蔵品 2,872,081 3,035,491

その他 1,199,728 1,209,643

貸倒引当金 △10,669 △11,433

流動資産合計 38,307,930 39,499,236

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,230,729 7,372,798

機械装置及び運搬具（純額） 7,741,137 7,804,348

その他 3,413,433 3,373,843

有形固定資産合計 18,385,299 18,550,989

無形固定資産 1,822,849 1,760,258

投資その他の資産   

投資有価証券 8,797,554 10,680,063

その他 1,598,400 3,299,096

貸倒引当金 △10,840 △10,784

投資その他の資産合計 10,385,114 13,968,376

固定資産合計 30,593,262 34,279,622

資産合計 68,901,192 73,778,858

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,921,676 5,788,891

未払法人税等 48,121 337,626

賞与引当金 289,270 388,146

その他 1,940,266 2,158,894

流動負債合計 9,199,333 8,673,557

固定負債   

退職給付引当金 331,478 455,342

役員退職慰労引当金 573,117 551,286

その他 120,874 56,414

固定負債合計 1,025,468 1,063,042

負債合計 10,224,801 9,736,599
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（単位：千円）

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 19,225,350 19,225,350

資本剰余金 18,924,500 18,924,500

利益剰余金 27,461,420 32,702,099

自己株式 △3,163,547 △2,733,118

株主資本合計 62,447,723 68,118,831

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,125,979 △2,662,618

為替換算調整勘定 △2,645,357 △1,564,633

評価・換算差額等合計 △3,771,336 △4,227,250

少数株主持分 5 150,679

純資産合計 58,676,391 64,042,259

負債純資産合計 68,901,192 73,778,858
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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 26,792,215 39,985,028

売上原価 22,268,377 33,776,341

売上総利益 4,523,838 6,208,687

販売費及び一般管理費 4,552,222 5,422,762

営業利益又は営業損失（△） △28,384 785,925

営業外収益   

受取利息 98,068 117,876

受取配当金 239,315 264,499

為替差益 47,266 －

その他 55,101 75,363

営業外収益合計 439,750 457,737

営業外費用   

売上割引 40,831 45,815

開業費償却 25,206 －

為替差損 － 428,613

その他 4,355 45,695

営業外費用合計 70,392 520,123

経常利益 340,973 723,539

特別利益   

固定資産売却益 5,000 19,623

貸倒引当金戻入額 55 4,039

負ののれん発生益 1,266,106 397,135

その他 － 722

特別利益合計 1,271,161 421,518

特別損失   

固定資産売却損 14,880 12,697

固定資産除却損 17,027 11,874

減損損失 167,000 6,000

投資有価証券評価損 5,793,336 5,080,100

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 9,810

その他 241,752 399,971

特別損失合計 6,233,994 5,520,451

税金等調整前四半期純損失（△） △4,621,860 △4,375,394

法人税等 △1,804,697 302,182

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △4,677,576

少数株主利益 714 1,478

四半期純損失（△） △2,817,877 △4,679,053

天馬㈱　(7958)　平成23年３月期 第３四半期決算短信

8



(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（△） △4,621,860 △4,375,394

減価償却費 1,653,569 1,961,714

負ののれん発生益 △1,266,106 △397,135

賞与引当金の増減額（△は減少） △124,162 △89,923

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,378 173

退職給付引当金の増減額（△は減少） △174,416 △121,572

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 20,997 21,831

受取利息及び受取配当金 △337,383 △382,375

関係会社清算損益（△は益） － 188,307

為替差損益（△は益） 38,843 228,130

固定資産除却損 17,025 11,874

有形固定資産売却損益（△は益） 9,880 △6,925

投資有価証券評価損益（△は益） 5,793,336 5,080,100

減損損失 167,000 6,000

売上債権の増減額（△は増加） △797,898 △1,578,674

たな卸資産の増減額（△は増加） △209,743 171,375

その他の資産の増減額（△は増加） 240,793 －

仕入債務の増減額（△は減少） 551,578 1,349,958

その他の負債の増減額（△は減少） 249,413 －

その他 99,935 9,999

小計 1,315,179 2,077,463

利息及び配当金の受取額 373,042 386,708

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △77,828 △487,942

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,610,394 1,976,229

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 △34,371,290 △29,663,255

定期預金の払戻による収入 22,009,774 30,176,735

有形固定資産の取得による支出 △1,654,486 △1,985,326

有形固定資産の売却による収入 442,521 42,208

有形固定資産の除却による支出 △416 △1,502

無形固定資産の取得による支出 △168,346 △42,820

子会社出資金の取得による支出 △325,666 △262,280

投資有価証券の取得による支出 △389,844 △1,264

投資有価証券の売却による収入 588 －

子会社株式の取得による支出 △217,782 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△1,733,585 △217,781

貸付けによる支出 △1,679 △520,335

貸付金の回収による収入 1,693 5,516

その他 － 176,351

投資活動によるキャッシュ・フロー △16,408,518 △2,293,753
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（単位：千円）

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   

自己株式の純増減額（△は増加） △323 △430,429

配当金の支払額 △548,892 △545,600

少数株主への配当金の支払額 △30,723 △138,079

財務活動によるキャッシュ・フロー △579,938 △1,114,108

現金及び現金同等物に係る換算差額 △125,422 △404,866

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △15,503,485 △1,836,498

現金及び現金同等物の期首残高 25,165,352 9,660,334

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,661,867 7,823,836
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該当事項はありません。 

  

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） 
  

全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める合成樹脂製品関連事業の割合が、いずれ

も90％を超えるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

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) 
  

 
(注) １ 国または地域の区分は物理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国または地域 
(1) 東アジア  ………中国、ベトナム 
(2) 東南アジア ………タイ、インドネシア 

３ 国又は地域の区分変更 
従来、国又は地域の区分は「日本」、「東アジア」、「西ヨーロッパ」としておりましたが、第２四半期連結会計
期間より、株式会社タクミック・エスピー及びその子会社を連結の範囲に含めたことに伴い、「日本」、「東アジ
ア」、「東南アジア」として区分表示することに変更しております。 

  

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) 
  

 
(注) １ 国または地域の区分は物理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国または地域 
(1) 東アジア  ………中国、ベトナム 
(2) 東南アジア ………タイ、インドネシア 
(3) その他の地域………ヨーロッパ、北米 

３ 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。 
４ 国又は地域の区分変更 

従来、国又は地域の区分は「東アジア」、「その他の地域」としておりましたが、第２四半期連結会計期間よ
り、株式会社タクミック・エスピー及びその子会社を連結の範囲に含めたことに伴い、新たに「東南アジア」
を区分表示することに変更しております。 

  

(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。 

  

(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】

【所在地別セグメント情報】

日本 
(千円)

東アジア  
(千円)

東南アジア 
(千円)

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

13,808,076 11,096,502 1,887,638 26,792,215 ― 26,792,215

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

120,743 5,158 26 125,926 (125,926) ―

計 13,928,818 11,101,660 1,887,664 26,918,142 (125,926) 26,792,215
営業利益又は営業損失(△) 856,336 △356,390 191,571 691,517 (719,901) △28,384

【海外売上高】

東アジア 東南アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 10,545,683 1,673,446 87,495 12,306,624

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― 26,792,215

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

39.4 6.2 0.3 45.9

【セグメント情報】
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１ 報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、経営

者が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであ

ります。 

 当社グループは、主に合成樹脂製品の製造及び販売に関連した事業を行っており、国内においては、主

に当社を含む３社が、海外においては、中国（含む香港）で６社、東南アジアで５社が各地域を担当して

おります。各会社は、それぞれ独立した経営単位であり、各会社において包括的な戦略を立案し、事業活

動を展開しております。 

 したがって、当社グループは、当社及び連結子会社を基礎としたセグメントから構成されております

が、事業活動の内容及び経営環境に関して適切な情報を提供するため、生産・販売の地域及び製品の要素

が概ね類似する複数の事業セグメントを集約し、「日本」、「中国」及び「東南アジア」の３つを報告セ

グメントとしております。 

  

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：千円) 

 
  

３ 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容(差異調整に関する事項) 

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：千円) 

 
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない本社管理部門に係る費用であります。 

  

該当事項はありません。 

日本 中国 東南アジア 合計

売上高

 外部顧客への売上高 14,858,802 13,784,299 11,341,927 39,985,028

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高

139,759 3,254 ― 143,013

計 14,998,560 13,787,553 11,341,927 40,128,041

セグメント利益 661,155 280,663 521,899 1,463,717

利益 金額

報告セグメント計 1,463,717

セグメント間取引消去 17,748

全社費用(注) △695,540

四半期連結損益計算書の営業利益 785,925

(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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