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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 4,085 ― 62 ― 112 ― 12 ―

20年3月期第2四半期 5,434 4.0 324 39.9 342 40.2 165 43.4

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 305.00 ―

20年3月期第2四半期 3,998.74 ―

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 7,077 2,831 40.0 68,531.14
20年3月期 7,225 2,864 39.6 69,341.69

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  2,831百万円 20年3月期  2,864百万円

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 ― 1,500.00 ― 1,500.00 3,000.00
21年3月期 ― 1,550.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 1,550.00 3,100.00

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 8,320 △18.7 110 △81.7 110 △81.6 10 △96.6 242.07

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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(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、その他の特記事項 
１． 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仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については、３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。 
２．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。  

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  41,310株 20年3月期  41,310株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  ―株 20年3月期  ―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  41,310株 20年3月期第2四半期  41,310株



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、サブプライムローン問題に起因する米国を中心とした世界経済

の変調、為替市場の急変や、原油・原材料価格と連動した物価上昇により個人消費の冷え込み傾向が強まるなど、厳

しい経営環境で推移いたしました。 

 このような状況の下、当社グループにおきましては、ブランド名称を「ビッグフット」から「ＢＥＳＳ（ベス）」

に改め、タイムシェア事業も包含した「暮らしブランド」として展開を広げるほか、「ＢＥＳＳ革命」をスローガン

として抜本的な改革活動を推し進めてまいりました。 

 当第２四半期連結累計期間における連結業績につきましては、売上高は4,085百万円、売上棟数は371棟、営業利益

が62百万円となりました。また、営業外損益において為替レートの急激な変動による為替差益42百万円が計上された

こと等により経常利益は112百万円、四半期純利益は12百万円となりました。 

   

 なお、平成20年６月26日開催の取締役会において決議された株式会社ＢＥＳＳ札幌からの事業譲受については、予

定通り平成20年７月25日付にて実行しております。また、仕掛り中であった譲受物件24件の建築工事も順調に進捗

し、当第２四半期連結累計期間において８件の完成引渡しを完了しております。  

  

（１）種類別セグメントの業績概要 

 （ＢＥＳＳ・住宅事業） 

 商品面におきましては、前連結会計年度に全国展開を本格的にスタートさせたＢＥＳＳの自然派個性住宅による街

づくり構想「ＢＥＳＳ街区」について、不動産事業者とタイアップし、分譲住宅・宅地を販売する仕組みを整え、地

区販社とともに推進しております。また、期間限定キャンペーン等による販促活動にも注力しております。 

 営業面におきましては、平成20年９月30日現在で地区販社数は19社（１増１減）、営業拠点数は30拠点（直営２拠

点含む。）に留まり、専任営業人員数も微減となるなど、住宅業界の不調もあって、販売ルートの開拓には進捗がみ

られませんでした。 

 カナダ連結子会社であるBIG FOOT MANUFACTURING INC.（以下BFM社という。）におきましては、物流拠点の整理・

製造拠点への統合を中心とする収益構造改善が一巡したことから、ログハウス部材の製造工程に新たに導入した加工

機械を本稼動し、生産能力の増強と一層の原価低減を図りました。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間におけるＢＥＳＳ・住宅事業の売上高は4,027百万円となり、398百万円の

営業利益となりました。 

 契約面におきましては、当第２四半期連結累計期間における契約高は3,257百万円、同期間末における契約残高は

3,395百万円となりました。  

 （ＢＥＳＳ・タイムシェア事業） 

 日本国内における別荘タイムシェア市場の創造（普及）を目指し、また既存施設の流動化による投資回収の促進を

目的として別荘タイムシェア事業に取り組んでまいりました。 

 営業面では、これまで住宅事業とは別個の営業活動となっていたタイムシェア事業の非効率な面を一新し、またＢ

ＥＳＳ事業としての相乗効果を狙った販売展開を目指し、組織改編及びＢＥＳＳ展示場での販売を導入する等の改善

策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法人顧客による成約もありましたが、売上高は57百万円、59百万円の営業損失

計上となりました。 

  

（２）所在地別セグメントの業績概要 

 （日本） 

 日本地域におきましては、「ＢＥＳＳ・住宅事業」と「ＢＥＳＳ・タイムシェア事業」を営んでおります。業績の

概況は、上記の種類別セグメント業績と同様であり、当第２四半期連結累計期間における売上高は4,056百万円とな

りました。また、減収の影響が大きく反映され、営業利益は144百万円となりました。 

 （北米） 

 北米地域におきましては、北米市場開拓の遅れや日本との取引の減少等により、当第２四半期連結累計期間の売上

高は470百万円となりましたが、収益構造改善の効果もあり、営業利益は若干の黒字を確保しました。  

  



２．連結財政状態に関する定性的情報 

（１）資産、負債及び純資産の状況  

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と同水準の7,077百万円（前連結会計年度末148百万円

の減少）となりました。これは主に、現金及び預金の減少551百万円、たな卸資産の増加419百万円によるものであり

ます。 

 負債合計は4,246百万円（前連結会計年度末比114百万円の減少）となりました。これは主に、未払法人税等の減少

68百万円、その他負債の減少102百万円、長期借入金の増加60百万円によるものであります。 

 純資産につきましては、配当金の支払により利益剰余金が減少したことにより、2,831百万円（前連結会計年度末

比33百万円の減少）となりました。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結累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790百万円となり、前連結

会計年度末1,341百万円に対し551百万円の減少となりました。当第２四半期連結累計期間における資金減少につきま

しては、新規契約の伸び悩みによる収入の減少、事業の譲受けに伴う支出、及びＢＥＳＳ街区立ち上げのための初期

投資として、手持ち資金を充てたことによるものであります。 

 各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果使用した資金は、474百万円となりました。 

 これは主に、税金等調整前四半期純利益113百万円、減価償却費79百万円、売上債権の減少64百万円などの資金増

加要因を、たな卸資産の増加178百万円、仕入債務の減少82百万円、前受金及び未成工事受入金の減少216百万円、法

人税等の支払額166百万円などの資金減少要因が上回ったことによるものであります。 

（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、83百万円となりました。 

 これは主に、有形固定資産の取得による支出67百万円などによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動による資金の減少は、１百万円となりました。 

 これは、長期借入による収入200百万円の資金増加要因と、長期借入金の返済139百万円及び配当金の支払61百万円

の資金減少要因によるものであります。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 平成20年10月24日付「業績予想の修正に関するお知らせ」にて公表している通り、平成20年３月期の決算発表時

（平成20年５月13日）に公表いたしました通期の連結業績予想を変更しております。 

 具体的な内容につきましては、平成20年10月24日付「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

  

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 

（簡便な会計処理） 

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 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 繰延税金資産および繰延税金負債の算定方法 

  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、及び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ため、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ます。 



  

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

税金費用の計算 

  税金費用については、当第２四半期連結累計期間を含む連結会計年度の税引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、税引前四半期純利益に当該実効税率を乗じて計算しております。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

   

（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 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として個別法による原価法によっておりました

が、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）が適用されたことに伴い、主として個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法）により算定しております。 

 この変更による損益に与える影響はありません。 

  

③ 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、連結決算上必要な修正を行っております。 

 この変更による損益に与える影響はありません。 

  



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 790,352 1,341,808

売掛金及び完成工事未収入金 289,651 359,315

商品及び製品 161,398 219,071

仕掛品 17,566 43,266

原材料及び貯蔵品 110,311 161,987

販売用不動産 709,393 269,318

仕掛販売用不動産 120,773 216,111

未成工事支出金 346,650 152,445

その他 219,511 221,098

貸倒引当金 △4,239 △5,247

流動資産合計 2,761,370 2,979,178

固定資産   

有形固定資産   

土地 3,014,642 3,008,194

その他 1,646,646 1,563,492

減価償却累計額 △719,309 △669,943

その他（純額） 927,336 893,548

有形固定資産合計 3,941,979 3,901,742

無形固定資産   

のれん 36,883 －

その他 46,834 52,278

無形固定資産合計 83,717 52,278

投資その他の資産   

その他 311,039 313,343

貸倒引当金 △20,986 △20,950

投資その他の資産合計 290,053 292,393

固定資産合計 4,315,750 4,246,415

資産合計 7,077,120 7,225,593



（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   

買掛金及び工事未払金 862,652 876,984

短期借入金 200,000 200,000

1年内返済予定の長期借入金 289,040 255,400

未払法人税等 105,726 173,995

前受金及び未成工事受入金 1,349,098 1,374,744

アフターサービス引当金 60,269 58,820

その他 330,328 433,054

流動負債合計 3,197,115 3,372,999

固定負債   

長期借入金 701,160 674,400

退職給付引当金 31,202 28,832

役員退職慰労引当金 158,443 153,041

その他 158,177 131,813

固定負債合計 1,048,983 988,088

負債合計 4,246,099 4,361,088

純資産の部   

株主資本   

資本金 560,480 560,480

資本剰余金 618,925 618,925

利益剰余金 1,508,758 1,558,123

株主資本合計 2,688,163 2,737,528

評価・換算差額等   

繰延ヘッジ損益 12,738 5,800

為替換算調整勘定 130,119 121,176

評価・換算差額等合計 142,858 126,976

純資産合計 2,831,021 2,864,505

負債純資産合計 7,077,120 7,225,593



（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 4,085,310

売上原価 2,782,357

売上総利益 1,302,953

販売費及び一般管理費 1,240,309

営業利益 62,643

営業外収益  

為替差益 42,288

販売協力金 24,990

その他 10,162

営業外収益合計 77,442

営業外費用  

支払利息 14,002

支払手数料 12,000

その他 1,855

営業外費用合計 27,857

経常利益 112,227

特別利益  

貸倒引当金戻入額 972

特別利益合計 972

税金等調整前四半期純利益 113,199

法人税等 100,599

四半期純利益 12,599



（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 113,199

減価償却費 79,877

貸倒引当金の増減額（△は減少） △972

アフターサービス引当金の増減額（△は減少） 1,449

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,369

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,401

受取利息及び受取配当金 △4,738

支払利息 14,002

売上債権の増減額（△は増加） 64,672

たな卸資産の増減額（△は増加） △178,415

仕入債務の増減額（△は減少） △82,808

前受金及び未成工事受入金の増減額（△は減少） △216,464

その他 △96,421

小計 △298,847

利息及び配当金の受取額 4,734

利息の支払額 △13,292

法人税等の支払額 △166,958

営業活動によるキャッシュ・フロー △474,365

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 △67,275

有形固定資産の売却による収入 592

無形固定資産の取得による支出 △5,058

貸付けによる支出 △3,000

貸付金の回収による収入 334

営業譲受による支出 △12,947

その他 3,425

投資活動によるキャッシュ・フロー △83,927

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入れによる収入 200,000

長期借入金の返済による支出 △139,600

配当金の支払額 △61,579

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,179

現金及び現金同等物に係る換算差額 8,015

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △551,456

現金及び現金同等物の期首残高 1,341,808

現金及び現金同等物の四半期末残高 790,352



 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  

ａ．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）  

（注）１．事業区分の方法 

          事業は、製品の系列及び市場の類似性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 

   

  

  

ＢＥＳＳ・ 

住宅事業 

（千円） 

ＢＥＳＳ・ 

タイムシェア

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  4,027,752  57,558  4,085,310  －  4,085,310

 (2）セグメント間の内部売上高又は 

   振替高 
 －  －  －  －  －

計  4,027,752  57,558  4,085,310  －  4,085,310

  営業利益又は営業損失（△）  398,831  △59,784  339,046  (276,403)  62,643

事業区分 主要製品 

 BESS・住宅事業  ログハウス等のキットの販売及び工事請負並びに分譲住宅・宅地の販売等 

 BESS・タイムシェア事業  別荘タイムシェアの販売及びその運営管理等 

ｂ．所在地別セグメント情報 

    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) 

（注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

      ２  本邦以外の区分に属する主な国又は地域は、北米（カナダ）であります。  

  

  
日本 

（千円） 

北米 

（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  4,056,888  28,422  4,085,310  －  4,085,310

 (2）セグメント間の内部売上高又は 

   振替高 
 －  442,072  442,072  (442,072)  －

計  4,056,888  470,494  4,527,382  (442,072)  4,085,310

  営業利益  144,191  560  144,752  (82,108)  62,643

〔海外売上高〕  

 当第２四半期連結累計期間において、海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しており

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。 



６．その他の情報   

  

「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        5,434,558  100.0

Ⅱ 売上原価        3,867,628  71.2

売上総利益        1,566,930  28.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費        1,242,619  22.8

営業利益        324,310  6.0

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取利息  8,291            

２．販売協力金  26,239            

３．その他  4,837  39,368  0.7

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  15,307            

２．為替差損  3,358            

３．その他  2,266  20,932  0.4

経常利益        342,747  6.3

Ⅵ 特別損失                  

１．固定資産売却損  89            

２．固定資産除却損  25,065            

税金等調整前中間純利益        317,592  5.8

法人税、住民税及び事業税  149,249            

法人税等調整額  3,155  152,404  2.8

中間純利益        165,188  3.0

        



（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   

１ 税金等調整前中間純利益  317,592

２ 減価償却費  58,690

３ 貸倒引当金の増加額  4,449

４ 退職給付引当金の増加額  401

５  役員退職慰労引当金の増加額  1,671

６  アフターサービス引当金の減少額 △6,768

７  役員賞与引当金の減少額 △12,000

８  受取利息及び配当金 △8,291

９  支払利息  15,307

10  固定資産売却損  89

11  固定資産除却損  21,185

12  売上債権の増加額 △28,711

13  たな卸資産の増加額 △3,659

14  仕入債務の増加額  132,251

15  前受金及び未成工事受入金の増加額  11,325

16  その他 △8,075

小計  495,458

17 利息及び配当金の受取額   8,290

18 利息の支払額  △15,975

19 法人税等の支払額  △133,190

営業活動によるキャッシュ・フロー  354,583

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

１  貸付による支出 △50,000

２  貸付金の回収による収入  50,097

３  有形固定資産の取得による支出 △129,119

４  有形固定資産の売却による収入  200

５  無形固定資産の取得による支出 △6,388

６  その他 △30,876

投資活動によるキャッシュ・フロー △166,088

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

１  短期借入金の純増加額  200,000

２  長期借入金の返済による支出 △131,000

３  配当金の支払額 △56,441

財務活動によるキャッシュ・フロー  12,558

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  35,234

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  236,288

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,494,484

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高  1,730,773

    



（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．事業区分の方法 

     事業は、製品の系列及び市場の類似性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 

  

ＢＥＳＳ・
住宅事業 

（ビッグフット
事業） 
（千円） 

ＢＥＳＳ・
タイムシェア事
業（フェザント

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  5,383,037  51,521  5,434,558  －  5,434,558

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －      －  －

    計  5,383,037  51,521  5,434,558      －  5,434,558

  営業利益又は 

  営業損失（△） 
 748,987  △101,078  647,909    (323,598)  324,310

事業区分  主要製品  

 ＢＥＳＳ・住宅事業（ビッグフット事業）  ログハウス等のキットの販売及び工事等 

 ＢＥＳＳ・タイムシェア事業（フェザント事業）  別荘タイムシェアの販売及びその運営管理等 

〔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） 

 （注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

    ２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

      北米……カナダ 

      

  
日本 

（千円） 
北米

（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  5,360,793  73,765  5,434,558  －  5,434,558

 (2）セグメント間の内部 

   売上高又は振替高 
 －  721,202  721,202    (721,202)  －

計  5,360,793  794,968  6,155,761    (721,202)  5,434,558

営業利益  385,969  32,207  418,176    (93,866)  324,310

〔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、海外売上高が連結売上高の

10％未満であるため、記載を省略しております。  
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