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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第2四半期 1,408 ― 63 ― 53 ― △21 ―
20年3月期第2四半期 994 8.5 115 14.2 90 13.7 50 18.4

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

21年3月期第2四半期 △137.52 ―
20年3月期第2四半期 327.04 290.35

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

21年3月期第2四半期 2,838 792 27.9 4,996.01
20年3月期 3,017 817 27.1 5,149.02

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  792百万円 20年3月期  817百万円

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

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― ― ―
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― ― ―

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21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 3,000 30.3 325 27.2 300 60.9 160 77.7 1,002.31

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  無  

(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 
 本資料に記載されている業績の見通し等の将来に関する記述は、当社が本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成されたものです。実際の業績は、
今後の様々な要因により、予想値と異なる結果となる可能性があります。  

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） 21年3月期第2四半期  158,672株 20年3月期  158,672株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  16株 20年3月期  0株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  158,662株 20年3月期第2四半期  154,023株
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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 

  当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国に端を発する金融市場の混乱、資源価格の高騰等により企

業収益が弱含みで推移するなど景気の先行きは厳しさを増しております。 

 このような経済状況のもと、当社グループは企業向けに福利厚生関連の商品・サービスを提供しているため、企業

の景況感に左右される傾向にありますが、「人が安心して働ける環境を創る」という経営理念に基づき、保険会社と

のプロジェクトによる団体長期障害所得補償保険（以下、「ＧＬＴＤ」と言う。）の販売や、精神的な疾患が原因で

働けなくなるリスクの軽減と社員の生産性の向上を目的としたメンタルヘルスケアの各種サービスの販売等に積極的

に取組みました。また、グループの業容の拡大や内部管理体制の強化に対応した投資を行うと共に、会社間の連携強

化等を目的としたオフィス移転を実施しております。当第２四半期連結累計期間において、当社の連結子会社㈱ア

イ・ビー・コーポレーションの繰延税金資産の回収可能性を厳密に見積もり、繰延税金資産の一部取り崩しを実施い

たしましたが、平成21年２月に予定されている当該子会社と当社との合併による税務メリットを享受すること等によ

り、通期の業績には影響を与えないものと考えております。なお、メンタルヘルスケア事業を運営する㈱フォーサイ

ト及び㈱ライフバランスマネジメントをそれぞれ平成19年10月及び平成20年１月に子会社化しておりますので、それ

ぞれの業績が当第２四半期連結累計期間に含まれております。 

 その結果、売上高は1,408百万円（前年同期比41.7％増）、営業利益は63百万円（前年同期比45.5％減）、経常利

益は53百万円（前年同期比40.8％減）、四半期純損失は21百万円（前年同期は中間純利益50百万円）となりました。

  

事業の種類別セグメントの業績は次の通りであります。 

  

（就業障害者支援事業） 

 ＧＬＴＤの新規顧客に対する販売については、前期と引き続き保険会社とのプロジェクトを中心に、新規顧客の開

拓を進めてまいりました。また、ＧＬＴＤの既存顧客に関しましては、コンプライアンスに対応し、かつ、効率的な

募集活動を実施するための各種説明ツールを準備するなど、募集が適切かつ効率的に実施されるような体制の構築に

努めております。これらの活動により、ＧＬＴＤの加入者数は平成20年３月末から約１万人増加し、平成20年９月末

現在で、約29万６千人となりました。保険事務アウトソースに関しましては、当該システムに関連する減価償却費等

が先行して発生しておりますが、保険会社とより連携のとれた事務を実施するための準備を進めるなど、より効率的

な業務を運営するための施策を実施しております。 

 この結果、就業障害者支援事業の売上高は433百万円（前年同期比7.3％増）、営業利益は66百万円（前年同期比

47.5％減）となりました。 

  

（メンタルヘルスケア事業） 

 メンタルヘルスケアに関するセミナー等の実施、保険会社や銀行、その他各種パートナーとの連携等を通じて、コ

コロの健康診断eMeに基づく早期発見と早期対応を特徴としたアドバンテッジＥＡＰ（Employee Assistance Program

の略）、従業員の悩みに対応し組織の生産性を上げるフォーサイトＥＡＰ、㈱ライフバランスマネジメントが提供す

るメンタルタフネスを強化するＭＴＯＰ、早期離職を予防するＨＩＬ等、様々なニーズに対応できる商品・サービス

を提供すると共に、当第２四半期連結累計期間においても新規サービスの発売を含め、新規顧客の開拓・既存顧客へ

の更なる販売を進めました。また、㈱フォーサイトが厚生労働省メンタルヘルス相談促進事業における相談登録機関

の第一号の認定を受ける等、よりよいサービスを安定して提供できる体制の整備を進めております。これらの活動に

より、メンタルヘルスケアの各種サービスの利用者数は平成20年９月末現在で、約45万２千人となりました。 

 この結果、メンタルヘルスケア事業の売上高は532百万円（前年同期比199.3％増）、営業利益は77百万円（前年同

期比47.2％増）となりました。 

  

（パーソナルリスク事業） 

 当事業において販売している個人を対象とした保険につきましては、加入がほぼ飽和状態にあるため、売上高を大

幅に増加させる余地は少なくなっておりますが、オペレーション業務の効率化やサービスの見直し等、より一層の収

益性向上のための施策を実施しております。なお、ファイナンシャルプランニングに関するサービス提供を行うＦＰ

ネットワークにつきましては、市場環境や事業の収益性等を勘案し、事業譲渡を実施いたしました。 

 この結果、パーソナルリスク事業の売上高は312百万円（前年同期比5.4％増）、営業利益は197百万円（前年同期

比12.5％増）となりました。 

  

（ビジネスリスク事業） 
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 当事業においては、マーケットが成熟していることから、新規契約を獲得することだけでなく、既存契約から得ら

れる収入を維持することが重要な課題となっております。前期に引き続き、新規及び既存顧客へ各種の保険商品の提

案活動を実施することにより、新規契約の獲得及び既存契約の維持に努めました。また、事務アウトソース業務につ

きましては、一部の共済会社から事務受託を実施しており、当該システムに関連する減価償却費等が先行して発生し

ております。 

 この結果、ビジネスリスク事業の売上高は130百万円（前年同期比12.4％増）、営業利益は10百万円（前年同期は

営業損失４百万円）となりました。  

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債及び資本の状況 

 当第２四半期連結累計期間末の総資産額は前連結会計年度末より178百万円減少し、2,838百万円となりました。流

動資産は181百万円減少し、1,198百万円となりました。これは主に、契約者からの保険料の入金条件等により、保険

会社の所有物である契約者から領収した保険料にあたる保険代理店勘定が減少したことによるものです。固定資産は

２百万円増加し、1,640百万円となりました。これは主に、のれんが償却により減少したものの、設備投資によりソ

フトウェア仮勘定が増加したことによるものです。 

 当第２四半期連結累計期間末の負債は前連結会計年度末より154百万円減少し、2,046百万円となりました。流動負

債は35百万円減少し、1,374百万円となりました。これは主に、借入れにより１年以内に返済すべき借入金が増加し

たものの、契約者からの保険料の入金条件等により、保険会社の所有物である契約者から領収した保険料にあたる保

険料預り金が減少したことによるものです。固定負債は118百万円減少し、671百万円となりました。これは主に、借

入れの返済により、長期借入金が減少したことによるものです。 

 当第２四半期連結累計期間末の純資産は前連結会計年度末より24百万円減少し、792百万円となりました。これは

主に、当第２四半期連結累計期間の経営成績の結果により利益剰余金が減少したことによるものです。 

  

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）は前連結会計年度末より８百万円

増加し、246百万円となりました。 

 当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりです。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は144百万円となりました。 

 これは主に、減価償却費が70百万円となったこと、及び、のれん償却額が56百万円とな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） 

 投資活動の結果使用した資金は166百万円となりました。 

 これは主に、無形固定資産の取得による支出が121百万円となったこと、及び、有形固定資産の取得による支出が

60百万円となったことによるものです。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果得られた資金は31百万円となりました。 

 これは主に、長期借入金の返済による支出が62百万円となったこと、短期借入れによる収入が54百万円となったこ

と、及び、長期借入れによる収入が40百万円となったことによるものです。 

   

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 現時点におきましては、平成20年５月15日に開示した通期の業績予想に変更はなく、概ね順調に推移しているもの

と考えております。しかしながら、当社グループの業績は企業の景況感に左右される傾向にあるため、景気の先行き

不透明感が強まっている状況に伴い、今後の当社グループの取り巻く環境は厳しい状況で推移するものと考えており

ます。なお、当第２四半期連結累計期間において取り崩した当社100％子会社の㈱アイ・ビー・コーポレーションの

繰延税金資産については、当社との合併による税務メリットを享受すること等により、通期の業績においては、影響

がないものと考えております。 

  また、１株当たり当期純利益につきましては、本資料発表日現在予測可能な株式数の増減を反映させた期中平均株

式数を元に算出しております。 

  

株式会社アドバンテッジリスクマネジメント　（8769）　平成21年３月期　第２四半期決算短信

－3－



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） 

該当事項はありません。  

  

（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 

該当事項はありません。  

  

（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 

① 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表 

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結 

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

② 「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年３月30日 

企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成６年１ 

月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を第１四半期連結会計期間から早期 

に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計 

処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更しております。但し、リース取引開始日が適用 

初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計 

処理を引き続き採用しております。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、有形固定資産に与える影響はなく、営業利益、経常利益及 

び税金等調整前四半期純利益に与える影響もありません。 
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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２四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 246,261 237,825

受取手形及び売掛金 555,756 532,777

保険代理店勘定 312,651 498,785

繰延税金資産 34,441 46,384

その他 49,033 63,385

流動資産合計 1,198,144 1,379,158

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 45,547 14,928

減価償却累計額 △11,617 △8,646

建物及び構築物（純額） 33,929 6,282

工具、器具及び備品 105,511 75,119

減価償却累計額 △61,797 △53,428

工具、器具及び備品（純額） 43,713 21,691

有形固定資産合計 77,643 27,973

無形固定資産   

のれん 811,956 872,005

ソフトウエア 368,754 418,059

ソフトウエア仮勘定 114,172 －

その他 35,717 33,664

無形固定資産合計 1,330,600 1,323,729

投資その他の資産   

投資有価証券 93,705 98,212

破産更生債権等 － 14,491

敷金及び保証金 117,201 132,242

繰延税金資産 6,149 4,483

その他 15,423 37,247

投資その他の資産合計 232,480 286,677

固定資産合計 1,640,724 1,638,380

資産合計 2,838,868 3,017,539
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

短期借入金 354,000 300,000

1年内返済予定の長期借入金 283,844 188,960

未払金 114,867 130,462

未払法人税等 40,513 40,284

保険料預り金 312,651 498,785

賞与引当金 44,711 41,806

その他の引当金 － 25,627

その他 224,216 184,197

流動負債合計 1,374,805 1,410,123

固定負債   

長期借入金 669,186 786,530

繰延税金負債 378 334

負ののれん 1,170 2,341

その他 681 1,204

固定負債合計 671,416 790,409

負債合計 2,046,221 2,200,533

純資産の部   

株主資本   

資本金 237,299 237,299

資本剰余金 188,893 188,893

利益剰余金 367,380 389,199

自己株式 △221 －

株主資本合計 793,352 815,392

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △308 2,314

繰延ヘッジ損益 △396 △700

評価・換算差額等合計 △704 1,613

純資産合計 792,647 817,006

負債純資産合計 2,838,868 3,017,539
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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：千円）

当第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) 

売上高 1,408,418

売上原価 249,197

売上総利益 1,159,220

販売費及び一般管理費 1,096,197

営業利益 63,023

営業外収益  

受取利息 792

受取配当金 479

負ののれん償却額 1,170

保険解約返戻金 3,388

助成金収入 700

その他 276

営業外収益合計 6,807

営業外費用  

支払利息 14,371

持分法による投資損失 2,178

その他 5

営業外費用合計 16,554

経常利益 53,275

特別利益  

事業譲渡益 10,000

特別利益合計 10,000

特別損失  

固定資産除却損 2,303

事務所移転費用 20,469

長期前払費用償却 9,178

特別損失合計 31,952

税金等調整前四半期純利益 31,323

法人税、住民税及び事業税 39,951

法人税等調整額 13,190

法人税等合計 53,142

四半期純損失（△） △21,818
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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）

当第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) 

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 31,323

減価償却費 70,109

のれん償却額 56,797

負ののれん償却額 △1,170

事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） △25,627

受取利息及び受取配当金 △1,271

支払利息 14,371

持分法による投資損益（△は益） 2,178

長期前払費用償却 9,178

固定資産除却損 2,303

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,905

売上債権の増減額（△は増加） △22,978

前受金の増減額（△は減少） 37,063

未収消費税等の増減額（△は増加） △3,031

未払消費税等の増減額（△は減少） 1,054

未払金の増減額（△は減少） △18,341

未払費用の増減額（△は減少） 1,321

その他の資産の増減額（△は増加） 34,656

その他の負債の増減額（△は減少） 896

小計 191,738

利息及び配当金の受取額 1,029

利息の支払額 △14,767

法人税等の支払額 △33,927

営業活動によるキャッシュ・フロー 144,073

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 △60,844

無形固定資産の取得による支出 △121,090

敷金及び保証金の回収による収入 15,134

その他 △156

投資活動によるキャッシュ・フロー △166,956

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 54,000

長期借入れによる収入 40,000

長期借入金の返済による支出 △62,460

その他 △221

財務活動によるキャッシュ・フロー 31,318

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 8,435

現金及び現金同等物の期首残高 237,825

現金及び現金同等物の四半期末残高 246,261
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 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

（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〕 

当第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） 

   

  

  
就業障害者支

援事業 
（千円） 

メンタル 
ヘルケア 
事業 

（千円） 

パーソナル 
リスク事業 
 （千円） 

ビジネス 
リスク事業 
（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 
 433,566  532,277  312,278  130,295  1,408,418     －  1,408,418

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

－  1,299     －     －  1,299 (1,299)     － 

計  433,566  533,576  312,278  130,295  1,409,717 (1,299)  1,408,418

営業利益  66,548  77,520  197,971  10,234  352,274 (289,250)  63,023

〔所在地別セグメント情報〕 

 当第２四半期連結累計会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日）において、本邦以外の国又

は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

  

〔海外売上高〕  

 当第２四半期連結累計会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日）において、海外売上高がな

いため、該当事項はありません。 

  

  

（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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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

  

  
前中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高        994,167  100.0

Ⅱ 売上原価        127,620  12.8

売上総利益        866,546  87.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費        750,814  75.5

営業利益        115,731  11.7

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取利息  289            

２．受取配当金  631            

３．負ののれん償却額  1,170            

４．その他  1,741  3,833  0.4

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  7,643            

２．持分法による投資損失  21,838            

３．株式交付費  70  29,553  3.0

経常利益        90,011  9.1

Ⅵ 特別利益                  

１．事業譲渡益  214  214  0.0

Ⅶ 特別損失                  

１．オフィス移転費用  7,712            

２．貸倒引当金繰入額  6,000            

３．固定資産除却損  1,280  14,992  1.5

税金等調整前中間純利益        75,233  7.6

法人税、住民税及び事業
税 

 44,385            

法人税等調整額  △10,356  34,028  3.4

少数株主損失        △9,166  △0.9

中間純利益        50,371  5.1
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（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  

  
前中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間純利益  75,233

減価償却費  44,961

負ののれん償却額  △1,170

のれん償却額  27,000

貸倒引当金の増加額  6,000

受取利息及び受取配当金  △921

支払利息   7,643

持分法による投資損失   21,838

株式交付費   70

有価証券売却益  △275

固定資産除却損  1,280

賞与引当金の増加額  4,335

売上債権の増加額  △92,505

たな卸資産の減少額  153

未収消費税等の増加額  △1,129

未払消費税等の減少額  △8,036

その他の資産の増加額  △18,743

その他の負債の増加額  18,731

小計  84,467

利息及び配当金の受取額  800

利息の支払額  △7,441

法人税等の支払額  △41,381

営業活動によるキャッシュ・フロー  36,444
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前中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の売却による収入  90,751

有形固定資産の取得による支出  △5,447

無形固定資産の取得による支出  △84,466

投資有価証券の取得による支出  △50,000

差入保証金の支払による支出  △350

貸付による支出  △16,000

投資活動によるキャッシュ・フロー  △65,512

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

短期借入金の増加額  30,000

長期借入金の返済による支出  △96,663

株式の発行による収入  16,029

財務活動によるキャッシュ・フロー  △50,633

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  △79,702

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  407,872

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高  328,170
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（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 （注） １．事業の区分方法 

事業は、サービスの内容を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品・サービス 

就業障害者支援事業・・・・・ＧＬＴＤの代理店業、保険事務アウトソース 

就業障害者復職支援、就業障害者雇用仲介 

メンタルヘルスケア事業・・・精神疾患による休業者を減らすための予防プログラム（ＥＡＰ)の提

案・運用 

パーソナルリスク事業・・・・個人向け損害保険、生命保険の代理店業 

ファイナンシャルプランニング 

ビジネスリスク事業・・・・・法人向け損害保険、生命保険の代理店業、保険事務アウトソース 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、232,297千円であり、その主

なものは管理部門に係る費用であります。 

  

  
就業障害者支

援事業 
（千円） 

メンタル 
ヘルケア 
事業 

（千円） 

パーソナル 
リスク事業 
 （千円） 

ビジネス 
リスク事業 
（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 
 404,132  177,837  296,228  115,968  994,167     －  994,167

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

－  2,460     －     －  2,460 (2,460)     － 

計  404,132  180,297  296,228  115,968  996,627 (2,460)  994,167

営業費用  277,356  127,646  120,323  120,812  646,138  232,297  878,435

営業利益 

（又は営業損失） 
 126,776  52,651  175,904  (4,844)  350,488 (234,757)  115,731

〔所在地別セグメント情報〕 

 前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日）において、本邦以外の国又は地域に

所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

    

  

〔海外売上高〕 

前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日）において、海外売上高がないため、該

当事項はありません。 
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