
平成24年 3月期 第 2四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 
平成23年10月17日

上 場 会 社 名 株式会社 安川電機 上場取引所 東 福 

コ ー ド 番 号 6506 ＵＲＬ http://www.yaskawa.co.jp 

代 表 者 (役職名) 取締役社長 (氏名) 津田 純嗣 

問合せ先責任者 (役職名) 東京管理部広報・IRグループ長 (氏名) 林田 歩 TEL 03-5402-4564 

四半期報告書提出予定日 平成23年11月2日 配当支払開始予定日 平成23年11月25日 

四半期決算補足説明資料作成の有無 ：有 
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（百万円未満切捨て） 
１．平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年3月21日～平成23年9月20日） 
（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 ％

24年 3月期第2四半期 158,052 13.3 9,252 166.0 9,298 167.3 6,493 281.7
23年 3月期第2四半期 139,464 41.8 3,478 － 3,478 － 1,701 － 

 

 
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

24年 3月期第2四半期 25.80 － 
23年 3月期第2四半期 6.76 － 

 
（２）連結財政状態 

 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

24年 3月期第2四半期 272,892 101,445 35.6 385.59
23年 3月期 264,594 98,029 35.2 370.42

(参考)自己資本 24年3月期第2四半期 97,032百万円 23年3月期 93,220百万円 

 
２．配当の状況 

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

23年 3月期 － 2.00 － 4.00 6.00
24年 3月期 － 5.00  

24年 3月期 
(予想) 

 － 5.00 10.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無 

 
３．平成24年3月期の連結業績予想（平成23年3月21日～平成24年3月20日） 

（％表示は、対前期増減率） 

 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 310,000 4.4 14,000 8.7 14,000 4.2 9,000 37.5 35.76

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正有無 ：有 

 



４．その他  （詳細は、（添付資料）５ページ「その他の情報」をご覧ください。） 
 

（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 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有 

② ①以外の変更 ：無 

（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） 
① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 24年3月期2Ｑ 252,331,938株 23年3月期 252,331,938株
② 期末自己株式数 24年3月期2Ｑ 683,321株 23年3月期 671,388株
③ 期中平均株式数(四半期累計) 24年3月期2Ｑ 251,653,543株 23年3月期2Ｑ 251,676,411株

 
 
（※ 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連結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あたって

の注意事項等については、四半期決算短信（添付資料）４ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

・当社は、平成 23 年 10 月 18 日（火）にアナリスト向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布する決算説明資料の概要については、

開催後当社ホームページに掲載する予定です。 
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間（平成23年３月21日～平成23年９月20日）の当社グループを取り巻く

事業環境は、急激な円高の進行はありましたが、海外は、中国をはじめとしたアジアに牽引され、

おおむね堅調に推移いたしました。一方、国内は、東日本大震災の影響による製品・部品の供給網

寸断の復旧は急速に進んでおり、持ち直しの動きもありますが、先行き不透明感から総じて弱含み

で推移いたしました。 

このような状況下、当社グループでは、震災に対してメーカーとして製品供給責任を果たすた

め、部品調達影響等の極小化に 優先で取り組んだ結果、生産を維持・確保することができまし

た。 

また、平成23年度を通じて、当社グループ一体となり、以下の方針に沿った諸施策を実行中で

す。 

・既存事業の受注拡大・確保 

・新規事業の収益貢献 

・開発力、生産力、販売力の継続的進化 

  

上記の取り組み、施策実行もあり、当第２四半期連結累計期間の当社グループの業績は、主要セ

グメントのモーションコントロール及びロボットを中心に売上高・損益とも前年同期から拡大・改

善し、売上高1,580億52百万円(前年同期比13.3％増)、営業利益92億52百万円(同166.0％増)、経常

利益92億98百万円(同167.3％増)、四半期純利益64億93百万円(同281.7％増)となりました。 

  

当社グループでは、事業内容を５つのセグメントに分けております。 

当第２四半期連結累計期間の各セグメント別の業績動向はつぎのとおりです。 

（注）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が、前連結会

計年度における事業の種類別セグメントの区分と当連結会計年度における事業セグメント

の区分との間に変更がないため、前年同期比を記載しております。 

  

〔モーションコントロール〕 

ACサーボモータ・コントローラは、海外需要を中心に、受注は特に期前半が好調だったこともあ

り、堅調に推移いたしました。 

インバータは、中国をはじめとするアジアを中心とした省エネルギー需要を取り込み、堅調に推

移いたしました。 

これらの結果、売上高は前年同期比で拡大し、また営業利益も大きく拡大いたしました。 

  

〔ロボット〕 

溶接・ハンドリング・塗装ロボット等は、海外を中心とした自動車業界向けの拡販に努め、受注

が拡大いたしました。国内でも、一般産業界向け需要獲得に注力いたしました。 

また、液晶業界向け等についても堅調な水準を持続いたしました。 

この結果、売上高・営業損益とも前年同期比で大きく拡大・改善いたしました。  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

セグメントの名称 売上高（前年同期比） 営業損益（前年同期比） 

モーションコントロール 
８４３億３７百万円 

（１０．０％増） 

６０億２２百万円 

（１８億５５百万円増） 

ロボット 
４８５億７８百万円 

（２８．１％増） 

３１億９７百万円 

（３７億４９百万円増） 

システムエンジニアリング 
１４３億５６百万円 

（３．４％増） 

４６百万円 

（７２百万円減） 

情報 
６０億５７百万円 

（１４．４％減） 

△９０百万円 

（４億４８百万円の損失減）

その他 
４７億２３百万円 

（２２．１％増） 

２億６５百万円 

（９百万円減） 
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〔システムエンジニアリング〕 

主力の鉄鋼業界向け及び水処理設備用向けとも、期前半の震災による工期延期が後半に回復し、

売上高・営業利益とも、前年同期比でほぼ同水準を確保いたしました。 

  

〔情報〕 

情報関連投資が、震災の影響でさらに延期されており、前年同期比で売上高は減少いたしました

が、損益面では、徹底した原価低減の継続により、営業損失は減少いたしました。 

  

〔その他〕 

当セグメントには、物流サービス、人材派遣等の事業が含まれております。 

  

（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 

当第２四半期連結会計期間末における資産合計は、現金及び預金、商品及び製品が増加した

こと等により、2,728億92百万円（前連結会計年度末比82億97百万円増）となりました。 

負債合計は、短期借入金が増加したこと等により、1,714億46百万円（同48億81百万円増）

となりました。 

純資産合計は、利益剰余金が増加したこと等により、1,014億45百万円（同34億15百万円

増）となりました。 

②キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は172億32百万円となり、

前連結会計年度末に比べ53億46百万円の増加となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、121億26百万円の収入（前年同期比76億56百万円

増）となりました。主な内訳は、税金等調整前四半期純利益101億61百万円、減価償却費36億

17百万円、売上債権の減少62億５百万円、たな卸資産の増加77億42百万円、仕入債務の増加19

億92百万円であります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、66億９百万円の支出（前年同期比33億55百万円増）

となりました。主な内訳は、有形及び無形固定資産の取得による支出56億89百万円でありま

す。 

この結果、営業活動と投資活動によるキャッシュ・フローを合計したフリー・キャッシュ・

フローは、55億17百万円の収入となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、１億85百万円の支出（前年同期比１億79百万円増）

となりました。主な内訳は、短期借入金の増加27億91百万円、長期借入金の返済による支出19

億44百万円、配当金の支払額10億７百万円であります。 
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成24年３月期（平成23年３月21日～平成24年３月20日）の連結業績予想を以下のとおり修正い

たします。 

主要セグメントであるモーションコントロールの受注が減速していること、また、急激な円高の

進行や原材料価格の高騰等による利益減少の影響に対し、新市場での受注確保や海外生産拠点を徹

底的に活用したコストダウン、受注高にあった経費の適正化等の施策を強力に実施しております

が、利益減少影響の全てを吸収することが難しい状況となりましたので、上記のとおり平成24年３

月期通期連結業績予想数値を修正するものです。 

連結業績予想の修正については、本日（平成23年10月17日）公表の「平成24年３月期通期連結業

績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

なお、平成23年９月21日から平成24年３月20日までの期間における為替レートは、平均76円／米

ドル、平均102円／ユーロを想定しております。 

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。 

  
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 

  

前回発表予想（Ａ） 

百万円 

320,000 

百万円 

20,000 

百万円 

20,000 

百万円 

12,000 

円 銭 

47.68 

今回修正予想（Ｂ） 310,000 14,000 14,000 9,000 35.76 

増減額（Ｂ－Ａ） △10,000 △6,000 △6,000 △3,000 － 

増減率（％） △3.1 △30.0 △30.0 △25.0 － 

（ご参考）前期連結実績 

（平成23年３月期） 
296,847 12,874 13,429 6,544 26.00 
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（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

  
（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第２四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 

一部の連結子会社は、当第２四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しております。

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

算定しております。 

④経過勘定項目の算定方法 

合理的な算定方法による概算額で計上しております。 

⑤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 

法人税等の納付額の算定に関しては、加味する加減算項目等を重要なものに限定しておりま

す。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、一時差異の発生状況等について前連結会計年

度末から著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度末において使用した将来の業績

予測及びタックス・プランニングを利用しております。 

   
（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①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。 

これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益はそれぞれ４百万円減少

し、税金等調整前四半期純利益は337百万円減少しております。 

②「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）を適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

  

２．その他の情報
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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２四半期連結会計期間末
(平成23年９月20日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成23年３月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 17,375 12,032

受取手形及び売掛金 86,380 93,073

商品及び製品 43,341 36,783

仕掛品 10,006 8,494

原材料及び貯蔵品 14,016 12,787

その他 26,225 26,668

貸倒引当金 △1,449 △1,691

流動資産合計 195,895 188,148

固定資産   

有形固定資産 36,573 35,729

無形固定資産 6,458 5,849

投資その他の資産   

その他 34,442 35,377

貸倒引当金 △478 △509

投資その他の資産合計 33,964 34,867

固定資産合計 76,996 76,446

資産合計 272,892 264,594
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年９月20日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成23年３月20日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 64,520 63,235

短期借入金 36,291 33,697

役員賞与引当金 30 56

その他 31,612 29,768

流動負債合計 132,454 126,758

固定負債   

長期借入金 6,153 7,742

退職給付引当金 30,399 30,662

役員退職慰労引当金 260 293

その他 2,177 1,109

固定負債合計 38,991 39,807

負債合計 171,446 166,565

純資産の部   

株主資本   

資本金 23,062 23,062

資本剰余金 18,684 18,682

利益剰余金 62,684 57,281

自己株式 △437 △425

株主資本合計 103,993 98,600

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,213 1,731

為替換算調整勘定 △8,174 △7,111

評価・換算差額等合計 △6,961 △5,380

少数株主持分 4,412 4,808

純資産合計 101,445 98,029

負債純資産合計 272,892 264,594
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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22年３月21日 
 至 平成22年９月20日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月21日 
 至 平成23年９月20日) 

売上高 139,464 158,052

売上原価 105,022 115,596

売上総利益 34,442 42,455

販売費及び一般管理費 30,963 33,203

営業利益 3,478 9,252

営業外収益   

受取利息 61 40

受取配当金 178 233

持分法による投資利益 － 175

雇用調整助成金 185 96

その他 393 160

営業外収益合計 819 706

営業外費用   

支払利息 321 375

為替差損 306 158

持分法による投資損失 10 －

その他 181 126

営業外費用合計 819 660

経常利益 3,478 9,298

特別利益   

固定資産売却益 42 2

貸倒引当金戻入額 － 323

負ののれん発生益 － 1,091

その他 － 15

特別利益合計 42 1,432

特別損失   

固定資産除売却損 37 22

投資有価証券評価損 358 39

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 332

段階取得に係る差損 － 146

その他 106 28

特別損失合計 502 569

税金等調整前四半期純利益 3,018 10,161

法人税、住民税及び事業税 2,056 2,672

法人税等調整額 △685 896

法人税等合計 1,370 3,568

少数株主損益調整前四半期純利益 － 6,592

少数株主利益又は少数株主損失（△） △54 98

四半期純利益 1,701 6,493
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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22年３月21日 
 至 平成22年９月20日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月21日 
 至 平成23年９月20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 3,018 10,161

減価償却費 3,255 3,617

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 332

段階取得に係る差損益（△は益） － 146

負ののれん発生益 － △1,091

貸倒引当金の増減額（△は減少） 162 △330

退職給付引当金の増減額（△は減少） △96 △259

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △23 △32

固定資産除売却損益（△は益） △4 19

投資有価証券評価損益（△は益） 358 39

受取利息及び受取配当金 △239 △274

支払利息 321 375

売上債権の増減額（△は増加） △8,648 6,205

たな卸資産の増減額（△は増加） △9,075 △7,742

仕入債務の増減額（△は減少） 12,336 1,992

未払金の増減額（△は減少） △88 △48

その他 2,813 2,714

小計 4,088 15,826

利息及び配当金の受取額 317 372

利息の支払額 △310 △370

法人税等の支払額 △722 △3,702

法人税等の還付額 1,098 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,470 12,126

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形及び無形固定資産の取得による支出 △2,819 △5,689

有形及び無形固定資産の売却による収入 98 27

投資有価証券の取得による支出 △509 △1,014

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

－ 198

その他 △23 △130

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,254 △6,609

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） 1,547 2,791

長期借入れによる収入 770 －

長期借入金の返済による支出 △1,932 △1,944

配当金の支払額 △377 △1,007

少数株主への配当金の支払額 △7 △15

その他 △5 △7

財務活動によるキャッシュ・フロー △5 △185

現金及び現金同等物に係る換算差額 △390 △237

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 820 5,095

現金及び現金同等物の期首残高 16,296 11,885

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 926 251

現金及び現金同等物の四半期末残高 18,043 17,232
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該当事項はありません。 

  

  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  

  （注）事業の区分は、内部管理上採用する区分によっております。 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

  

  （注）１．地域は、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地域の主な国の内訳は、次のとおりであります。 

(1) 米州            米国等 

(2) 欧州            ドイツ、スウェーデン、英国等 

(3) アジア          中国、シンガポール、韓国等 

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

前第２四半期連結累計期間（自  平成22年３月21日  至  平成22年９月20日） （単位：百万円）

  
モーション 

コントロール 
ロボット 

システムエンジ

ニアリング 
情報 その他 計 

消去又は 

全社 
連結 

売上高   

 76,698

              

(1）外部顧客に対する売上高 37,934 13,885 7,076 3,869  139,464 － 139,464

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 6,092 439 694 1,522 2,360  11,109 △11,109 －

計   82,790 38,374 14,580 8,598 6,229  150,574 △11,109 139,464

営業利益又は営業損失(△)  4,166 △551 119 △538 275  3,471 7 3,478

前第２四半期連結累計期間（自  平成22年３月21日  至  平成22年９月20日） （単位：百万円）

  日本 米州 欧州 アジア 計 消去又は全社 連結

売上高               

(1）外部顧客に対する売上高  83,528 16,988 13,080 25,867  139,464  － 139,464

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高  28,566 221 103 2,892  31,784  △31,784 －

計  112,094 17,209 13,184 28,759  171,248  △31,784 139,464

    営業利益  1,777 1,067 388 1,963  5,197  △1,718 3,478

－ 10 －
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〔海外売上高〕 

   

  （注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。 

        ２．各区分に属する地域の主な国の内訳は、次のとおりであります。 

(1) 米州            米国等 

(2) 欧州            ドイツ、スウェーデン、英国等 

(3) アジア          中国、シンガポール、韓国等 

(4) その他          オーストラリア等 

        

前第２四半期連結累計期間（自  平成22年３月21日  至  平成22年９月20日） （単位：百万円）

  米州 欧州 アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高  19,237  13,118  41,038  374  73,768

Ⅱ 連結売上高  －  －  －  －  139,464

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高 
   の割合 

% 14 % 9 % 30 % 0 % 53
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〔セグメント情報〕 

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、当社グループ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、取締役

会が、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、モーションコントロール、ロボット、システムエンジニアリング、情報の４つの事業単位を基本

に組織が構成されており、各事業単位で日本及び海外の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「モーションコントロール」「ロボット」「システムエンジニアリング」「情報」の

４つを報告セグメントとしております。 

  「モーションコントロール」は、ACサーボモータ・制御装置及びインバータの開発、製造、販売及び保守サービス

を行っております。「ロボット」は、産業用ロボット等の開発、製造、販売及び保守サービスを行っております。

「システムエンジニアリング」は、主として、鉄鋼プラント電機システムや上下水道用電気計装システムの開発、製

造、販売及び保守サービスを行っております。「情報」は、情報関連製品及び情報ソフトの開発、製造、販売及び保

守サービスを行っております。 

  

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 

  

  （注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、物流サービス及び人材派遣等を

含んでおります。 

        ２．セグメント利益の調整額△189百万円には、主にセグメント間取引消去等が含まれております。 

     ３．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。 

  

 （追加情報） 

   第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報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。  

  

当第２四半期連結累計期間（自  平成23年３月21日  至  平成23年９月20日） （単位：百万円）

  
モーション 

コントロール 
ロボット 

システムエンジ

ニアリング 
情報 

その他 

（注）１ 
計 

調整額 

（注）２ 

四半期連結損益

計算書計上額

（注）３ 

売上高                 

    外部顧客への売上高  84,337 48,578 14,356 6,057 4,723  158,052 － 158,052

    セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 7,140 246 1,067 1,170 2,474  12,098 △12,098 －

計  91,477 48,824 15,424 7,227 7,197  170,151 △12,098 158,052

セグメント利益又は損失（△）  6,022 3,197 46 △90 265  9,442 △189 9,252
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  （参考情報） 

海外売上高  

   

  （注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。 

        ２．各区分に属する地域の主な国の内訳は、次のとおりであります。 

(1) 米州            米国等 

(2) 欧州            ドイツ、スウェーデン、英国等 

(3) アジア          中国、シンガポール、韓国等 

(4) その他          オーストラリア等 

  

  

該当事項はありません。  

  

  

当第２四半期連結累計期間（自  平成23年３月21日  至  平成23年９月20日） （単位：百万円）

  米州 欧州 アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高  21,985  17,573  47,635  663  87,859

Ⅱ 連結売上高  －  －  －    －  158,052

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高 
   の割合 

% 14 % 11 % 30 % 1 % 56

（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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