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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 2,065 ― 301 ― 284 ― 163 ―

20年3月期第2四半期 1,439 191.5 △1 ― △29 ― △152 ―

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 1,778.15 1,771.98
20年3月期第2四半期 △2,357.96 ―

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 3,414 2,511 71.0 24,691.57
20年3月期 2,592 1,599 54.1 19,924.45

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  2,425百万円 20年3月期  1,401百万円

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） 
（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

当社グループは、オンラインゲーム事業における、新規オンラインゲームのサービス開始や、海外での新規地域での事業展開における業績予想が極めて困難
であることから、業績予想の公表を差し控えさせていただいております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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  98,230株 20年3月期  70,357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  1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  91,899株 20年3月期第2四半期  64,645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２四半期連結会計期間における当社グループのおかれる、インターネット業界におきましては、各国において

ブロードバンドの普及を背景に、個人の生活にインターネットが浸透し、オンラインゲームの利用者数、ブログやＳ

ＮＳなどを利用した個人からの情報発信が増加し続けております。 

  

 当社グループの当第２四半期連結累計期間における業績の概況は以下のとおりであります。 

   当第２四半期連結累計期間の連結売上高は、2,065,955 千円（前年同四半期比 43.5 ％増）となり、当社グループ

におけるグループ企業や事業の増加により大幅増収となりました。 

 一方で、グループ規模の増加に伴う人件費や賃借料の増加や、欧州を中心としたプロモーション費用の増加及びグ

ループ再編に伴うのれん償却額の増加など、販売費及び一般管理費は増加したものの、営業利益301,136 千円（前年

同四半期営業損失 1,769 千円）、経常利益 284,518 千円（前年同四半期経常損失 29,445 千円）、連結四半期純利

益 163,410千円（前年同四半期四半期純損失 152,431 千円）となり、大幅に業績が改善いたしました。 

   また、売上高におきましては、オンラインゲーム事業の構成比率が 88.4％（前年同四半期比 7.9 ポイント増）と

なり、さらに海外売上高の構成比が 80.7 ％（前年同四半期比 15.1 ポイント増）となり、さらに所在地別では欧米

地域の連結子会社の売上高の構成比が 68.9 ％（前年同四半期比 21.3 ポイント増）となり、グループの収益構造は

前連結会計年度に引き続き変動いたしました。 

  ①オンラインゲーム事業 

     オンラインゲーム事業におきましては、前連結会計年度にフランス語圏とドイツ語圏での「Flyff online」（フリ

フ）、「Rappelz」（ラペルズ）が商業化されたことを受け、欧州の連結子会社のオンラインゲームパブリッシング

が順調に伸張し、会員数の増加や売上高の増加となり、前連結会計年度に引き続き規模拡大に向けて当社グループの

事業の牽引役となっております。また、日本、米国のオンラインゲームパブリッシングにおいても、前連結会計年度

に引き続き堅調に推移しております。当社グループとの提携によるパブリッシングにおいても、「Rappelz」の中国

における商業化や「Flyff online」の南米（チリ）における商業化などを進めたことに加え、アジアでの売上高が回

復した結果、韓国開発会社のロイヤリティ収入による売上高は前第１四半期連結会計期間比で増収となりました。 

     当第２四半期連結累計期間のオンラインゲーム事業の売上高は、1,827,256 千円（前年同四半期比 57.6 ％増）と

なりました。 

  ②データマイニング事業 

     インターネット上のリスク情報を収集し報告するモニタリングサービスにつきましては、当第２四半期連結会計期

間におきましても堅調に推移しておりますが、前連結会計年度において「バイラルリサーチシステムに関する事業」

の譲渡を行ったことなどにより、データマイニング事業の当第２四半期連結累計期間の売上高は、156,205 千円（前

年同四半期比 15.5 ％減）となりました。 

  ③コミュニティ・ソリューション事業 

     オンライン・コミュニティの運営受託やウェブサイトの構築・運営を受託する当該事業においては、国内子会社が

サービスを提供していますが、コミュニティ受託の終了などを受けて、コミュニティ・ソリューション事業の当第２

四半期連結累計期間の売上高は、82,493 千円（前年同四半期比 13.6％減）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、負債及び純資産の状況 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べて 912,208 千円増加し、2,511,562 千

円となりました。 

 主な増減は、子会社株式を現物出資の目的財産とした第三者割当増資を実施したことなどを受けて、固定資産では

のれんが 758,482 千円増加いたしました。純資産では資本金が 487,697 千円、資本剰余金が487,508千円それぞれ

増加し、少数株主持分が 145,638 千円減少いたしました。 

  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て

7,248千円増加し、524,419千円となりました。 

   当第２四半期連結累計期間の各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因ついては以下のとおりであります。 

   営業活動によるキャッシュ・フローは、得られた資金が 331,208千円となりました。収入の主な内訳は税金等調整

前四半期純利益 284,431千円や減価償却費 149,339千円や前受金の増加 83,879千円、のれん償却額 77,433千円であ

り、支出の主な内訳は、法人税等の支払額 89,867千円及び売上債権の増加 130,862 千円であります。 

     投資活動によるキャッシュ・フローは、295,260千円の資金使用となり、これは主に固定資産の取得によるもので

あります。 
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   財務活動によるキャッシュ・フローは、34,984千円の資金使用となりました。これは主に短期借入金の減少による

ものであります。 

    

３．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 

 適用した簡便な会計処理のうち重要なものはありません。 

  

（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．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の適用 

 「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」（企業会計基準委員会 平成18

年５月17日 実務対応報告第18号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な修正を行って

おります。この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間において、営業利益は

284千円の増加、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は1,384千円増加しております。なお、セグメント情

報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 
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４．四半期連結財務諸表 
（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 299,173 348,945

受取手形及び売掛金 256,446 163,424

預け金 238,015 179,951

その他 162,133 136,745

貸倒引当金 △2,726 △2,148

流動資産合計 953,043 826,920

固定資産   

有形固定資産 197,683 196,708

無形固定資産   

ソフトウエア 884,417 893,713

のれん 1,195,459 436,977

その他 88,576 95,964

無形固定資産合計 2,168,453 1,426,655

投資その他の資産   

破産更生債権等 155,000 155,000

その他 95,227 142,478

貸倒引当金 △155,000 △155,000

投資その他の資産合計 95,227 142,478

固定資産合計 2,461,364 1,765,843

資産合計 3,414,408 2,592,763

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 113,140 99,027

短期借入金 149,191 176,683

1年内返済予定の長期借入金 － 13,289

前受金 208,552 199,128

未払法人税等 56,157 50,452

決済キャンセル引当金 7,878 11,842

賞与引当金 37,091 21,802

その他 213,240 310,240

流動負債合計 785,252 882,466

固定負債   

退職給付引当金 39,288 29,435

役員退職慰労引当金 57,255 45,448

その他 21,048 36,057

固定負債合計 117,592 110,942

負債合計 902,845 993,408
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,860,431 1,372,733

資本剰余金 1,281,203 793,695

利益剰余金 △495,215 △651,125

自己株式 － △188

株主資本合計 2,646,419 1,515,114

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 105 △88

為替換算調整勘定 △221,071 △113,221

評価・換算差額等合計 △220,965 △113,310

新株予約権 80,350 46,152

少数株主持分 5,759 151,397

純資産合計 2,511,562 1,599,354

負債純資産合計 3,414,408 2,592,763
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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 2,065,955

売上原価 299,110

売上総利益 1,766,844

販売費及び一般管理費 1,465,708

営業利益 301,136

営業外収益  

受取利息 3,548

その他 699

営業外収益合計 4,248

営業外費用  

支払利息 8,095

株式交付費 9,329

その他 3,440

営業外費用合計 20,865

経常利益 284,518

特別利益  

固定資産売却益 716

特別利益合計 716

特別損失  

固定資産除却損 228

持分変動損失 574

特別損失合計 803

税金等調整前四半期純利益 284,431

法人税、住民税及び事業税 86,561

法人税等調整額 43,358

法人税等合計 129,919

少数株主利益又は少数株主損失（△） △8,898

四半期純利益 163,410
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 1,093,743

売上原価 156,611

売上総利益 937,131

販売費及び一般管理費 737,057

営業利益 200,073

営業外収益  

受取利息 2,051

その他 552

営業外収益合計 2,603

営業外費用  

支払利息 4,036

為替差損 5,131

その他 2,142

営業外費用合計 11,311

経常利益 191,366

特別利益  

固定資産売却益 711

特別利益合計 711

特別損失  

固定資産除却損 228

特別損失合計 228

税金等調整前四半期純利益 191,849

法人税、住民税及び事業税 39,069

法人税等調整額 31,896

法人税等合計 70,965

少数株主利益又は少数株主損失（△） △6,031

四半期純利益 126,915
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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 284,431

減価償却費 149,339

のれん償却額 77,433

賞与引当金の増減額（△は減少） 16,466

貸倒引当金の増減額（△は減少） 965

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,084

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 22,663

株式報酬費用 22,151

受取利息及び受取配当金 △69

支払利息 8,095

株式交付費 9,329

持分変動損益（△は益） 574

有形固定資産売却損益（△は益） △716

有形固定資産除却損 228

売上債権の増減額（△は増加） △130,862

仕入債務の増減額（△は減少） 35,025

前受金の増減額（△は減少） 83,879

その他 △152,511

小計 434,509

利息及び配当金の受取額 1,673

利息の支払額 △15,106

法人税等の還付額 249

法人税等の支払額 △90,116

営業活動によるキャッシュ・フロー 331,208

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 △34,610

有形固定資産の売却による収入 1,481

無形固定資産の取得による支出 △256,805

差入保証金の差入による支出 △7,388

差入保証金の回収による収入 11,312

長期前払費用の取得による支出 △1,275

貸付けによる支出 △5,564

貸付金の回収による収入 831

その他 △3,242

投資活動によるキャッシュ・フロー △295,260
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（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) 

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） △14,997

長期借入金の返済による支出 △13,680

株式の発行による収入 679

株式の発行による支出 △9,329

少数株主からの払込みによる収入 2,343

財務活動によるキャッシュ・フロー △34,984

現金及び現金同等物に係る換算差額 6,284

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 7,248

現金及び現金同等物の期首残高 517,171

現金及び現金同等物の四半期末残高 524,419
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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〕 

 提出会社及び連結子会社は、インターネット関連事業を事業内容としており、販売形態から見て単一セグメン

トのため、記載しておりません。 

  

〔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．国又は地域の区分については、連結会社の所在する国又は地域によっております。 

    ２.「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」（企業会計基準委員会 平成18

年５月17日 実務対応報告第18号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な修正を行っ

ております。これに伴い従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益が韓国で

284千円増加しております。 

  

     当第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

  
日本 

（千円） 
米国 

（千円） 
欧州 

（千円） 
韓国 

（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 
398,369 703,479 774,718 189,387 2,065,955 － 2,065,955 

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

66,777 127 － 432,885 499,790 （499,790） － 

計 465,146 703,606 774,718 622,273 2,565,745 （499,790） 2,065,955 

営業利益又は営業損失

(△） 
△157,750 7,881 237,175 182,331 269,637 31,498 301,136 

  
日本 

（千円） 
米国 

（千円） 
欧州 

（千円） 
韓国 

（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 
211,865 360,834 421,722 99,320 1,093,743 － 1,093,743 

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

65,970 64 － 233,586 299,621 （299,621） － 

計 277,835 360,899 421,722 332,907 1,393,365 （299,621） 1,093,743 

営業利益又は営業損失

(△） 
△38,098 8,330 110,062 107,380 187,674 12,399 200,073 
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〔海外売上高〕 

  

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 

(1)米国・・・・・・・アメリカ合衆国 

(2)欧州・・・・・・・アイルランド 

(3)アジア他・・・・・韓国・中国・台湾・香港・フィリピン・タイ・チリ  

       ３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

４．オンラインゲーム事業に関する売上高は、パブリッシャーの所在する国又は地域別に集計してお 

ります。 

当第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 当社は平成20年４月30日付で、Gala-Net Inc.の全株主（当社を除く）及びnFlavor Corp.の一部株主から

現物出資による第三者割当増資の払込みを受けました。また、ストックオプションの権利行使による払込み

及び転換社債の株式転換も含め、当第２四半期連結累計期間において資本金が487,697千円、資本剰余金が

487,508千円増加し、当第２四半期連結会計期間末において資本金が1,860,431千円、資本剰余金が1,281,203

千円となっております。 

６．その他の情報 

 該当事項はありません。 

  

  米国 欧州 アジア他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 703,428 721,095 243,011 1,667,535 

Ⅱ 連結売上高(千円）       2,065,955 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合 

（％） 
34.0 34.9 11.8 80.7 

  米国 欧州 アジア他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 360,809 391,157 129,886 881,852 

Ⅱ 連結売上高(千円）       1,093,743 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合 

（％） 
33.0 35.8 11.9 80.6 
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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   1,439,530 100.0 

Ⅱ 売上原価   295,488 20.5 

売上総利益   1,144,041 79.5 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   1,145,810 79.6 

営業損失   1,769 △0.1 

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息 3,906     

２．雑収入 896 4,802 0.3 

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息 11,520     

２．株式交付費 5,115     

３．為替差損 3,522     

４．子会社設立費用  11,804     

５．雑損失 515 32,478 2.3 

経常損失   29,445 △2.1 

Ⅵ 特別利益       

１．前期損益修正益 11,375 11,375 0.8 

Ⅶ 特別損失       

１．固定資産除却損 32     

２．投資有価証券評価損 33,669     

３．固定資産売却損 279     

４．前期損益修正損  7,733 41,714 2.9 

税金等調整前中間純損失   59,784 △4.2 

法人税、住民税及び事業
税 81,225     

法人税等調整額 △22,221 59,004 4.1 

少数株主損失   33,643 2.3 

中間純損失   152,431 △10.6 
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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損失 △59,784 

減価償却費  122,557 

のれん償却額  45,413 

株式報酬費用  47,941 

賞与引当金の減少額  △11,019 

貸倒引当金の増加額  52 

退職給付引当金の増加額  10,413 

役員退職慰労引当金の増加額  9,978 

受取利息及び受取配当金  △3,906 

支払利息  11,520 

為替差損  4,820 

子会社設立費用  11,385 

株式交付費  5,115 

投資有価証券評価損  33,669 

固定資産除却損  32 

固定資産売却損  279 

売上債権の増加額  △14,733 

預け金の増加額  △37,030 

仕入債務の増加額  33,933 

未払消費税等の増加額  8,334 

未収消費税等の増加額  △1,438 

その他  112,539 

小計 330,075 

受取利息及び配当金の受取額  4,976 

利息の支払額  △10,582 

法人税等の支払額  △70,888 

営業活動によるキャッシュ・フロー 253,579 
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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  

有形固定資産の取得による支出  △69,307 

有形固定資産の売却による収入  7,937 

無形固定資産の取得による支出  △359,650 

子会社設立による支出  △11,385 

保証金の支出  △16,934 

長期前払費用の支出  △1,346 

貸付による支出  △120,578 

貸付金の回収による収入  2,766 

投資活動によるキャッシュ・フロー △568,499 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

株式の発行による収入  27,674 

株式の発行による支出 △5,115 

短期借入金の増加額  59,158 

長期借入金の返済による支出  △71,640 

財務活動によるキャッシュ・フロー 10,077 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △7,346 

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △312,188 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 687,189 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 375,001 
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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〕 

     提出会社及び連結子会社は、インターネット関連事業を事業内容としており、販売形態から見て単一セグメン

トのため、記載しておりません。 

〔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） 国又は地域の区分については、連結会社の所在する国または地域によっております。 

  

〔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） 

  

 （注）１．国又は地域は、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 

(1)米国・・・・・・・アメリカ合衆国 

(2)欧州・・・・・・・アイルランド 

(3)アジア他・・・・・韓国・中国・台湾・香港・フィリピン・タイ・チリ  

       ３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

４．オンラインゲーム事業に関する売上高は、パブリッシャーの所在する国又は地域別に集計しております。 

  
日本 
  

（千円） 

米国 
  

（千円） 

アイル 
ランド 
（千円） 

韓国 
  

（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 
413,118 587,558 98,008 340,843 1,439,530 － 1,439,530 

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

16,586 143 － 199,895 246,625 （246,625） － 

計 459,705 587,702 98,008 540,739 1,686,155 （246,625） 1,439,530 

 営業費用  639,317 533,857 107,085 416,088 1,696,349 （255,049） 1,441,299 

営業利益又は営業損失

(△） 
△179,611 53,844 △9,076 124,650 △10,193 8,424 △1,769 

  米国 欧州 アジア他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 587,655 98,008 258,423 944,088 

Ⅱ 連結売上高(千円）       1,439,530 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合 

（％） 
40.8 6.8 17.9 65.5 
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