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

21年3月期第3四半期 35,708 ― 908 ― 898 ― 574 ―

20年3月期第3四半期 26,204 52.8 556 18.5 524 23.4 141 △16.6

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3四半期 9,288.69 ―

20年3月期第3四半期 3,490.78 ―

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3四半期 24,174 9,132 37.4 145,945.14
20年3月期 20,705 8,581 41.4 138,698.98

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  9,029百万円 20年3月期  8,579百万円

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 ― 750.00 ― 1,000.00 1,750.00
21年3月期 ― 1,000.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 1,000.00 2,000.00

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 45,120 18.7 1,479 14.2 1,465 14.6 589 9.0 9,526.88

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２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等については、２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。  

 

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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  62,592株 20年3月期  62,592株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  720株 20年3月期  720株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  61,872株 20年3月期第3四半期  40,498株



  当第３四半期累計会計期間（平成20年４月１日～平成20年12月31日）におけるわが国経済は、海外経済の一段の減

速や為替円高を背景に輸出が減少するとともに、企業収益や資金調達環境が悪化するなど、厳しい経済状況となりま

した。 

  当社グループの主力である保険薬局業界におきましては、昨年４月の調剤報酬改定・薬価改定や医療費抑制を目的

とした医療制度改革などが実施され、個人消費の減少や所得環境の厳しさも相まって、引き続き厳しい経営環境とな

りました。 

  このような環境のもと、当第３四半期累計期間における当社グループの売上高は35,708百万円、営業利益908百万

円、経常利益898百万円、当期純利益は574百万円となりました。 

  

  

 連結財政状態 

（１）資産の状況 

 当第３四半期の資産合計は24,174百万円となり、前連結会計年度末から3,469百万円増加しております。 

  主な内容としましては、借入金の返済を進める一方、新たに連結範囲に含めた子会社の現金および預金やたな卸資

産の増加により、流動資産合計が1,138百万円増加しております。 

 また、新店出店などによる有形固定資産やのれんの増加により、固定資産合計では2,330百万円増加しておりま

す。 

  

（２）負債の状況 

  当第３四半期の負債合計は15,042百万円となり、前連結会計年度末から2,917百万円増加しております。 

  主な内容としましては、新たに連結範囲に含めた子会社の買掛金が909百万円増加したこと、および子会社取得   

にかかる資金調達を実施したことにより、長期借入金が893百万円増加しております。 

  

（３）純資産の状況 

 当第３四半期の純資産合計は9,132百万円となり、前連結会計年度末から551百万円増加しております。 

主な内容としましては、四半期純利益の増加によるものであります。 

  

（４）キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期におきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の増加額1,133百万円およびたな

卸資産の増加による減少額563百万円、法人税等の支払額649百万円等により1,394百万円の収入となりました。投資

活動によるキャッシュ・フローは子会社株式の取得による支出1,099百万円、有形固定資産の取得による支出938百万

円及び定期預金の払戻による収入724百万円等により2,372百万円の支出となりました。財務活動によるキャッシュ・

フローは長期借入による収入1,700百万円、長期借入金の返済による支出821百万円等により934百万円の収入となり

ました。 

 この結果、現金及び現金同等物の減少額は43百万円となり、現金及び現金同等物の当第３四半期末残高は、2,456

百万円となりました。 

  

  

 現時点で、平成20年５月15日公表の業績予想に変更はありません。 

 上記予想は、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したものであり、実際の業績は今後様々な要

因によって予想数値と異なる場合があります。  

  

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 

２．連結財政状態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 



  

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 

 当第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て、第２四半期連結会計期間末の実

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。  

②繰延税金資産及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、かつ、一時差異等の発生

状況に著しい変化が無いと認められるので、前連結会計年度末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   

 当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

利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。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。 

  

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） 

（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 

（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たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、原価法によっておりましたが、当第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）が適用されたことに伴い、原価法

（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。この変更による損益の影響はありません。 

 また、従来、たな卸資産のうち商品につきましては先入先出法を採用しておりましたが、当第１四半期連結会

計期間より総平均法を採用しております。この変更は、迅速な決算開示体制の構築と、期間損益計算の適正化を

目的とした在庫評価システムの整備がなされたことによるものであります。 

 なお、この変更による影響は軽微であります。 

③所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、「リース取引に関する会計基準」（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」（企業会計基準適用指針第16号）を当第１四半期連結会計期間から早期適用し、通常の売買取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。 

 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する方法によ

っております。 

 なお、リース取引開始日が、リース会計基準等適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引に

ついては、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。 

  この変更による影響は軽微であります。 

  

  



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３四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,629,351 2,940,574

売掛金 7,127,440 6,519,877

商品 1,814,103 1,072,480

貯蔵品 61,807 48,525

仕掛品 38,735 30,008

繰延税金資産 407,536 353,858

その他 257,605 231,345

貸倒引当金 △21,003 △19,342

流動資産合計 12,315,577 11,177,327

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,004,133 1,581,717

車両運搬具及び工具器具備品（純額） 577,881 375,825

土地 629,170 502,648

建設仮勘定 46,694 48,358

その他（純額） 14,132 －

有形固定資産合計 3,272,012 2,508,549

無形固定資産   

のれん 5,896,463 4,917,988

ソフトウエア 597,533 453,253

その他 72,761 42,206

無形固定資産合計 6,566,758 5,413,448

投資その他の資産   

投資有価証券 13,274 120,981

長期貸付金 19,826 21,648

敷金及び保証金 1,665,191 1,195,056

繰延税金資産 94,081 76,514

その他 236,450 200,713

貸倒引当金 △8,300 △8,416

投資その他の資産合計 2,020,523 1,606,497

固定資産合計 11,859,294 9,528,496

資産合計 24,174,871 20,705,824



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 8,892,120 7,061,107

短期借入金 630,000 200,000

1年内返済予定の長期借入金 983,535 897,902

1年内償還予定の社債 225,000 240,000

未払法人税等 104,315 377,073

賞与引当金 356,101 602,511

その他の引当金 13,995 －

その他 971,328 675,934

流動負債合計 12,176,397 10,054,528

固定負債   

社債 60,000 35,000

長期借入金 2,576,658 1,769,258

退職給付引当金 100,842 75,725

その他 128,287 189,729

固定負債合計 2,865,787 2,069,712

負債合計 15,042,185 12,124,241

純資産の部   

株主資本   

資本金 814,600 814,600

資本剰余金 6,767,005 6,767,005

利益剰余金 1,466,720 1,015,755

自己株式 △18,360 △18,360

株主資本合計 9,029,966 8,579,000

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △48 2,582

評価・換算差額等合計 △48 2,582

少数株主持分 102,768 －

純資産合計 9,132,686 8,581,583

負債純資産合計 24,174,871 20,705,824



（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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 35,708,213

売上原価 32,164,441

売上総利益 3,543,771

販売費及び一般管理費 2,635,750

営業利益 908,021

営業外収益  

受取利息及び配当金 3,994

受取家賃 5,418

受取手数料 23,957

その他 7,553

営業外収益合計 40,924

営業外費用  

支払利息 44,365

持分法による投資損失 1,700

その他 4,188

営業外費用合計 50,254

経常利益 898,690

特別利益  

貸倒引当金戻入額 2,471

固定資産売却益 23,127

その他 11,071

特別利益合計 36,671

特別損失  

固定資産除却損 18,516

店舗閉鎖損失 5,252

店舗閉鎖損失引当金繰入額 13,995

その他 1,272

特別損失合計 39,038

税金等調整前四半期純利益 896,323

法人税等 321,149

少数株主利益 464

四半期純利益 574,709



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20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利益 896,323

減価償却費 436,817

のれん償却額 277,292

持分法による投資損益（△は益） 1,700

退職給付引当金の増減額（△は減少） △6,861

賞与引当金の増減額（△は減少） △290,907

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,424

固定資産除売却損益（△は益） △4,610

受取利息及び受取配当金 △3,994

支払利息 45,667

たな卸資産の増減額（△は増加） △563,838

売上債権の増減額（△は増加） △107,782

仕入債務の増減額（△は減少） 1,133,851

その他 277,188

小計 2,087,420

利息及び配当金の受取額 3,994

利息の支払額 △47,052

法人税等の支払額 △649,465

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,394,896

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 △417,396

定期預金の払戻による収入 724,581

有形固定資産の取得による支出 △938,823

有形固定資産の売却による収入 37,986

有価証券の取得による支出 △94

子会社株式の取得による支出 △1,099,540

営業譲受による支出 △308,195

無形固定資産の取得による支出 △256,474

貸付金の回収による収入 1,791

敷金及び保証金の差入による支出 △115,336

敷金及び保証金の回収による収入 70,380

その他 △71,473

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,372,596

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） 300,000

長期借入れによる収入 1,700,000

長期借入金の返済による支出 △821,967

社債の償還による支出 △120,000

配当金の支払額 △123,744

財務活動によるキャッシュ・フロー 934,289

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △43,410

現金及び現金同等物の期首残高 2,460,865

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 39,372

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,456,826



 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。 

  

 該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

（注）１.事業区分の方法 

     市場及び販売方法等の類似性に基づいて、保険薬局事業とその他事業の２つのセグメントに区分し 

 ております。 

２.各事業区分の主要な内容 

     ①保険薬局事業：健康保険法に基づく療養の給付の一環として、保険調剤業務を取り扱う薬局を経

営する事業であります。 

     ②その他事業：医療・医薬情報資材制作関連事業、医薬品治験関連事業 

３.事業区分の変更 

  従来、「医療・医薬情報資材制作関連事業」、「医薬品治験関連事業」の２つのセグメントを区分

掲記しておりましたが、重要性が低下したため、当第２四半期連結会計期間より「その他事業」と

して表示しております。 

   なお、従前の区分に従った当第３四半期連結累計期間における医療・医薬情報資材制作関連事業の

売上高は1,422,981千円、営業利益は85,026千円であります。同じく医薬品治験関連事業の売上高は

292,082千円、営業利益は55,243千円であります。 

  

  

当第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

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。 

  

  

当第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

  

（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〕 

  
  

保険薬局事業
（千円） 

その他事業
（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 
 34,038,033  1,670,180  35,708,213  －  35,708,213

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  44,883  44,883  △44,883  －

計  34,038,033  1,715,063  35,753,097  △44,883  35,708,213

営業利益  1,197,183  140,270  1,337,061  △429,039  908,021

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

（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。  



「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

  

  

  
前第３四半期連結会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日） 

区分 金額（千円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高        26,204,730  100.0

Ⅱ 売上原価        23,618,912  90.1

売上総利益        2,585,818  9.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費        2,029,005  7.7

営業利益        556,812  2.1

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取利息・配当金  5,547            

２．家賃収入  5,629            

３．受取手数料  20,619            

４．デリバティブ評価益  627            

５．その他  11,121  43,546  0.2

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  48,558            

２．アレンジメントフィー  23,000            

３．その他  4,721  76,279  0.3

経常利益        524,078  2.0

Ⅵ 特別利益  687  687  0.0

Ⅶ 特別損失                  

１．固定資産除却損  6,900            

２．減損損失  9,832            

３．その他  2,515  19,249  0.1

税金等調整第３四半期純利
益        505,517  1.9

法人税、住民税及び事業税  124,854            

法人税等調整額  239,293  364,147  1.4

第３四半期(当期)純利益        141,369  0.5

        



（２）（要約）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（平成19年４月１日～12月31日） 

  

  
前第３四半期連結会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・
フロー   

税金等調整前第３四半期純
利益  505,517

減価償却費  307,989

のれん償却費  143,861

退職給付引当金の増加額
（△減少額） 

△11,002

賞与引当金の増加額 
（△減少額） 

△237,244

貸倒引当金の増加額 
（△減少額）  1,182

デリバティブ評価益 △627

固定資産除売却損  6,900

減損損失  9,832

受取利息及び受取配当金 △5,547

支払利息  50,574

たな卸資産の減少額 
（△増加額） 

△417,066

売上債権の減少額 
（△増加額） 

△282,679

仕入債務の増加額 
（△減少額）   1,488,834

その他 △152,293

小計  1,408,231

利息及び配当金の受取額  5,547

利息の支払額 △45,929

法人税等の支払額 △367,548

営業活動によるキャッシュ・
フロー  1,000,300



  

  
前第３四半期連結会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日） 

区分 金額（千円）

Ⅱ 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 △177,111

定期預金の払戻による収入  309,067

有形固定資産の取得による
支出  

△432,534

事業譲受による支出 △206,352

無形固定資産の取得による
支出 

△343,975

貸付けによる支出 △6,500

貸付金の回収による収入  6,988

敷金・保証金の差入による
支出 

△55,293

敷金・保証金の返還による
収入  119,121

その他の投資による支出 △72,036

投資活動によるキャッシュ・
フロー 

△858,625

Ⅲ 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
（△減少額）  300,000

長期借入金の返済による支
出 

△1,082,648

社債の償還による支出 △120,000

配当金の支払額  △44,631

財務活動によるキャッシュ・
フロー 

△947,279

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額
（△減少額） 

△805,603

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残
高  1,779,853

Ⅵ 合併による現金及び現金同等
物増加残高  2,152,209

Ⅶ 現金及び現金同等物の第３四
半期期末残高  3,126,459



前第３四半期連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

   （注） １．事業区分の方法 

         市場及び販売方法等の類似性に基づいて、３つのセグメントに区分しております。 

       ２．各事業区分の主要な内容 

         ①保険薬局事業：健康保険法に基づく療養の給付の一環として、保険調剤業務を取り扱う薬局を 

          経営する事業であります。 

         ②医療・医薬情報資材制作関連事業：製薬会社が医療機関や薬局・薬店あるいは医薬品卸会社等 

          に医薬品の販売促進や適正使用普及を展開するために活用する各種媒体を用いた医療情報資材 

          制作の企画・編集・制作の受託業務の事業であります。 

         ③医薬品治験関連事業：新薬の開発過程において有効性・安全性等を適切に見極めるための臨床 

          試験を実施する医療機関を支援する事業であります。 

       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（332,895千円）の主なものは、 

         当社の総務・経理部門等管理部門に係る費用であります。 

       ４．上記の金額には消費税等を含めておりません。 

       ５．医薬品治験関連事業の売上高の一部について、従来業務完了時に売上を計上しておりましたが、 

         売上高と売上原価を適切に対応させ期間損益のより一層の適正化を図るため、当中間連結会計期 

         間より役務提供期間にわたり均等に按分して計上する方法に変更しております。 

         これにより、従来の方法によった場合と比較して、医薬品治験関連事業の売上高及び営業利益が 

         41,918千円増加しております。 

       ６．事業区分の変更 

         前連結会計年度の下期より、医療・医薬情報資材制作関連事業を行う「メディカルクオール株式 

         会社（旧第一メディカル株式会社）」の株式取得を行ったことに伴い、単一セグメントから保険 

         薬局事業、医薬品治験関連事業、医療・医薬情報資材制作関連事業の三区分に変更致しました。 

  

前第３四半期連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

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。 

  

（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
保険薬局事業 
（千円） 

医療・医薬
情報資材制
作関連事業 
（千円） 

医薬品治験
関連事業 
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益             

  売上高             

 (1）外部顧客に対する売

上高 
 25,237,701  782,955  184,074  26,204,730  －  26,204,730

 (2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  29,804  －  29,804  △29,804  －

計  25,237,701  812,759  184,074  26,234,535  △29,804  26,204,730

  営業費用  24,220,464  953,775  170,587  25,344,827  303,090  25,647,918

  営業利益又は営業損失 

  （△） 
 1,017,237  △141,015  13,486  889,708  △332,895  556,812

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

前第３四半期連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

海外売上高がないため該当事項はありません。 

  



 該当事項はありません。 

  

  

６．その他の情報 
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