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1.  平成21年6月期第2四半期の連結業績（平成20年7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6月期第2四半期 400 ― △128 ― △143 ― △141 ―
20年6月期第2四半期 331 △30.7 △276 ― △288 ― △201 ―

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6月期第2四半期 △8,726.59 ―
20年6月期第2四半期 △13,104.46 ―

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6月期第2四半期 1,149 306 26.2 18,651.04
20年6月期 1,378 515 36.9 31,451.35

（参考） 自己資本   21年6月期第2四半期  301百万円 20年6月期  508百万円

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6月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年6月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年6月期（予想） ――― ――― ― 0.00 0.00

3.  平成21年6月期の連結業績予想（平成20年7月1日～平成21年6月30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 820 32.3 △136 ― △156 ― △155 ― △9,584.47

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 をご覧ください。  

(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 
１．当会計年度より「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、「四半期財務諸表規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
２．本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現時点で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
績等はさまざまな要因により異なる結果となる可能性があります。なお、業績予想については、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 をご参照ください。 

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6月期第2四半期  16,172株 20年6月期  16,172株
② 期末自己株式数 21年6月期第2四半期  0株 20年6月期  0株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年6月期第2四半期  16,172株 20年6月期第2四半期  14,429株
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 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的な金融不安により世界経済の同時減速が顕在化する

中、株式市場の下落、円高の進行、輸出の鈍化等により、企業業績は悪化の一途をたどっており、設備投資の減少

のみならず、雇用環境の悪化ならびに所得の低迷に起因する個人消費の落ち込みも顕著となっており、景気の先行

きの不透明感が一段と増しております。当社事業においても、企業のIT投資・情報投資に対する抑制の影響を受け

ており、今後も引き続き厳しい状況が続くと思われます。 

 このような状況の下、当社グループ（当社及び当社連結子会社）は、当第１四半期から引き続いて経費削減のた

めの施策を実行し、当第２四半期連結会計期間も収益体質の改善を図ってまいりました。  

 それとともに販売面においては、「Knowledge Market」等の既存製品の販売及びそれに付随するサービスの提供

や、情報共有に関するコンサルティングサービスの提供に注力してまいりました。 

 しかしながら、売上高につきましては、当社においては、SI（システムインテグレーション）及びコンサルティ

ング売上は当初の見込みを上回ったものの、経済情勢の悪化による企業の情報投資意欲の減退の影響を受け、ソフ

トウェアライセンスの売上は計画を下回る結果となりました。 

 また、子会社Realcom U.S., Inc.（以下、「Realcom US」という。）においても、米国の経済状況の悪化の中

で、大型案件の凍結の影響により、当初計画を達成することができませんでした。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は400,273千円、営業損失は128,010千円、経常損失は143,744千

円、四半期純損失は141,126千円となりました。 

  

 製品・サービス別の業績は以下のとおりであります。 

１．ソフトウェアライセンス  

 主力製品である「KnowledgeMarket」に関して、既存のお客様への追加導入があった他、子会社Realcom USにお

けるソフトウェア導入、子会社オージェテクノロジー株式会社の製品導入があった結果、売上高は24,140千円とな

りました。 

２．システムインテグレーション  

 前期以前に当社製品を導入したお客様に関して、システムインテグレーションを受注するなど、売上高は61,449

千円となりました。 

３．ビジネスコンサルティング  

 当社においては既存のお客様の情報共有に関するコンサルティングサービス提供や、企業内の業務フローの改善

に関するコンサルティング提供及びそれに付随して発生する業務のアウトソーシング請負などを行い、米国子会社

においては既存のお客様へのサービス提供を行った結果、売上高は136,936千円となりました。 

４．運用保守  

 主として既存のお客様の維持に努め、当社及び米国子会社において運用保守サービスを提供した結果、売上高は

147,951千円となりました。 

５．その他  

 他社製品の売上高は29,795千円となりました。  

  

(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、1,149,859千円であり、前連結会計年度末と比較して228,363千円減 

少しております。これは主に、現金及び預金の減少（144,693千円）及びのれんの償却（81,552千円）等によるも

のであります。 

当第２四半期連結会計期間末の負債合計は843,465千円であり、前連結会計年度末と比較して19,552千円減少し

ております。なお、当第２四半期連結会計期間末における有利子負債残高は、626,014千円となっております。 

当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は306,393千円であり、前連結会計年度末と比較して208,812千

円減少しております。これは主に、利益剰余金の減少（141,126千円）及び為替換算調整勘定の減少（65,881千

円）によるものであります。 

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 

リアルコム(株)　（3856）　平成21年６月期　第２四半期決算短信

- 2 -



(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、営業活動において

142,976千円の減少、投資活動において336,458千円の増加、財務活動において86,004千円の増加となったことか

ら、前連結会計年度末に比べて269,699千円増加し、当第２四半期連結累計期間末には430,566千円となりました。

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

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 営業活動の結果使用した資金は、142,976千円となりました。主な増加要因は、のれん償却額の発生に伴う増加

（25,965千円）、為替差損の発生にる増加（16,393千円）等であり、主な減少要因は、税金等調整前四半期純損失

の発生（136,949千円）、未払金の減少（35,637千円）、売上債権の増加に伴う減少（11,557千円）等でありま

す。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

 投資活動の結果得られた資金は、336,458千円となりました。主な増加要因は、定期預金の払戻による収入

（414,631千円）等であり、主な減少要因は、事業譲受による支出（70,419千円）等であります。 

（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、86,004千円となりました。主な増加要因は、短期借入れによる収入（100,000

千円）であり、主な減少要因は、短期借入金の返済による支出（10,000千円）等であります。 

 世界的な不況が続く中、当社グループが事業展開している日米ともに、経済情勢に対する先行きの不透明感が増し

ており、また、企業の設備投資抑制も顕著となっております。 

 このような経済情勢の下、コンサルティング等のサービス売上等については今後も堅調に推移すると考えられるも

のの、新規ライセンス販売は厳しい状況が続くと考えており、平成20年８月14日の決算短信で公表いたしました通期

連結業績予想について、平成21年１月30日に「業績予想の修正に関するお知らせ」を発表いたしました。  

 第２四半期までの経費削減効果が表れ、当社においては下期のみでは黒字化を達成する見込みであり、各連結子会

社においても同様に下期については黒字化する見込みであります。しかしながら、米国子会社の事業買収にかかるの

れんの償却費を補うまでには至らないと予測しております。 

 この結果、通期連結業績予想につきましては、売上高820百万円、営業損失136百万円、経常損失156百万円、当期

純損失155百万円を見込んでおります。 

  

※実際の業績は、今後の経済環境、事業運営における状況変化により、見通しと異なる場合があります。  

  

 該当事項はありません。 

  

①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．連結業績予想に関する定性的情報 

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 

・会計処理基準に関する事項の変更 

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「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）を第１四半期連結会計期間

から適用し、評価基準については、原価法から原価法（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。これによる損益に与える影響はありません。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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③「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号(平成５年６月17日(企業会計審議会第一部会)、平成19

年３月30日改正))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(平成６年１月

18日(日本公認会計士協会 会計制度委員会)、平成19年３月30日改正))を第１四半期連結会計期間から適用し、

所有権移転外のファイナンス・リース取引については、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

取引に係る会計処理に変更しております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減

価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。これに

よる損益に与える影響はありません。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。 

 また、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、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を採用しております。   

④「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。これによる損益に

与える影響はありません。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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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６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 452,387 597,080

売掛金 95,455 85,571

仕掛品 737 409

その他 74,044 74,305

貸倒引当金 △1,450 △1,080

流動資産合計 621,175 756,287

固定資産   

有形固定資産 32,083 38,859

無形固定資産   

のれん 436,822 518,374

その他 35,835 41,035

無形固定資産合計 472,657 559,409

投資その他の資産 23,943 23,665

固定資産合計 528,683 621,934

資産合計 1,149,859 1,378,222

負債の部   

流動負債   

買掛金 26,280 25,368

短期借入金 100,000 10,000

1年内返済予定の長期借入金 117,992 62,992

未払法人税等 4,285 3,365

前受金 134,306 149,179

その他 52,578 145,093

流動負債合計 435,443 395,999

固定負債   

長期借入金 408,022 467,018

固定負債合計 408,022 467,018

負債合計 843,465 863,017

純資産の部   

株主資本   

資本金 767,150 767,150

資本剰余金 420,149 420,149

利益剰余金 △816,897 △675,770

株主資本合計 370,401 511,528

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 △68,777 △2,896

評価・換算差額等合計 △68,777 △2,896

少数株主持分 4,768 6,574

純資産合計 306,393 515,205

負債純資産合計 1,149,859 1,378,222
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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７月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 400,273

売上原価 205,535

売上総利益 194,737

販売費及び一般管理費  

役員報酬 33,618

給料 82,874

支払手数料 48,359

研究開発費 62,042

減価償却費 30,971

その他 64,881

販売費及び一般管理費合計 322,748

営業損失（△） △128,010

営業外収益  

受取利息 1,334

還付加算金 638

その他 683

営業外収益合計 2,656

営業外費用  

支払利息 5,308

為替差損 12,177

その他 903

営業外費用合計 18,389

経常損失（△） △143,744

特別利益  

受取補償金 6,829

特別利益合計 6,829

特別損失  

固定資産売却損 34

特別損失合計 34

税金等調整前四半期純損失（△） △136,949

法人税、住民税及び事業税 3,153

法人税等調整額 2,828

法人税等合計 5,982

少数株主損失（△） △1,805

四半期純損失（△） △141,126
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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７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損失（△） △136,949

減価償却費 6,397

貸倒引当金の増減額（△は減少） 370

ソフトウエア償却費 8,968

のれん償却額 25,965

補償金の受取額 △6,829

有形固定資産売却損益（△は益） 34

為替差損益（△は益） 16,393

受取利息及び受取配当金 △1,334

支払利息 5,308

売上債権の増減額（△は増加） △11,557

たな卸資産の増減額（△は増加） △266

未払費用の増減額（△は減少） △3,643

未収入金の増減額（△は増加） △8,614

その他の流動資産の増減額（△は増加） △1,167

仕入債務の増減額（△は減少） 912

未払金の増減額（△は減少） △35,637

前受金の増減額（△は減少） △9,306

その他の流動負債の増減額（△は減少） 12,742

小計 △138,215

利息及び配当金の受取額 668

利息の支払額 △3,291

法人税等の支払額 △2,138

営業活動によるキャッシュ・フロー △142,976

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入 414,631

有形固定資産の取得による支出 △4,713

有形固定資産の売却による収入 78

事業譲受による支出 △70,419

従業員に対する貸付金の回収による収入 900

その他 △4,017

投資活動によるキャッシュ・フロー 336,458

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 100,000

短期借入金の返済による支出 △10,000

長期借入金の返済による支出 △3,996

財務活動によるキャッシュ・フロー 86,004

現金及び現金同等物に係る換算差額 △9,786

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 269,699

現金及び現金同等物の期首残高 160,867

現金及び現金同等物の四半期末残高 430,566
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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。 

  

 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20年７月１日 至 平成20年12月31日） 

 当連結グループは、ソフトウェアの開発、関連サービス並びにこれらに付帯する事業を行っており、当該事業

以外に事業の種類がないため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20年７月１日 至 平成20年12月31日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的接近度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

北米……米国 

その他の地域……インド 

３．会計方針の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 「定性的情報・財務諸表等」４（３）②に記載のとおり、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）を適用しております。なお、これによるセ

グメント情報に与える影響は軽微であります。 

（リース取引に関する会計基準） 

 「定性的情報・財務諸表等」４（３）③に記載のとおり、第１四半期連結会計期間より「リース取引に関

する会計基準」（企業会計基準第13号 平成５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日

改正)）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（平成６年１月18

日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用しております。なお、これ

によるセグメント情報に与える影響は軽微であります。 

（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） 

 「定性的情報・財務諸表等」４（３）④に記載のとおり、第１四半期連結会計期間により「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

適用しております。なお、これによるセグメント情報に与える影響はありません。 

  

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年12月31日） 

（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〕 

〔所在地別セグメント情報〕 

  
日本 

（千円） 
北米 

（千円） 

 その他の 
地域 

（千円) 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

(1）外部顧客に対する売上高  320,615  79,658  －  400,273  － 400,273

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 668  11,987  16,706  29,362 △29,362 －

計  321,283  91,645  16,706  429,635 △29,362 400,273

営業利益又は営業損失（△）  △96,253  △27,406  5,431  △118,228 △9,782 △128,010

〔海外売上高〕 

  北米 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  79,658  79,658

Ⅱ 連結売上高（千円）        400,273

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  19.9  19.9
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 （注）１．国又は地域は、地理的接近度により区分しております。 

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

（１）北米……米国 

３．会計方針の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 「定性的情報・財務諸表等」４（３）②に記載のとおり、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）を適用しております。なお、これによるセ

グメント情報に与える影響は軽微であります。 

（リース取引に関する会計基準） 

 「定性的情報・財務諸表等」４（３）③に記載のとおり、第１四半期連結会計期間より「リース取引に関

する会計基準」（企業会計基準第13号 平成５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日

改正)）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（平成６年１月18

日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用しております。なお、これ

によるセグメント情報に与える影響は軽微であります。 

（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） 

 「定性的情報・財務諸表等」４（３）④に記載のとおり、第１四半期連結会計期間により「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

適用しております。なお、これによるセグメント情報に与える影響はありません。  

  

（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７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         331,067  100.0

Ⅱ 売上原価        319,772  96.6

売上総利益        11,295  3.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費              

１．販売促進費  8,944            

２．役員報酬  37,448            

３．給与  69,911            

４．支払手数料  30,736            

５．研究開発費  62,011            

６．減価償却費  4,968            

７．その他  73,716  287,736  86.9

営業損失(△)        △276,441  △83.5

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取利息  1,670            

２．その他  2,118  3,789  1.1

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  298            

２．株式交付費  5,147            

３．株式上場費用  7,648            

４．その他  2,772  15,866  4.8

経常損失(△)        △288,518  △87.2

Ⅵ 特別損失                  

１．固定資産除却損  47,153  47,153  14.2

税金等調整前中間純損失(△)        △335,672  △101.4

法人税、住民税及び事業税  1,160            

法人税等調整額  △133,858  △132,698  △40.1

少数株主損失        1,885  0.6

中間純損失(△)        △201,087  △60.7
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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７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   

税金等調整前中間純損失(△)  △335,672

 減価償却費  11,978

 ソフトウェア償却費  81,169

 長期前払費用償却費  2

 株式交付費  5,147

 固定資産除却損  47,675

 貸倒引当金の増加  1,030

 受取利息  △1,670

 支払利息  298

 売上債権の減少額(△増加額)  140,592

 たな卸資産の減少額(△増加額)  5,046

 その他資産の減少額(△増加額)  1,432

 仕入債務の増加額(△減少額)  △28,035

 未払金の増加額(△減少額)  2,352

 前受金の増加額(△減少額)  △49,256

 その他負債の増加額(△減少額)  △29,172

小計  △147,081

 利息の受取額  1,391

 利息の支払額  △299

 法人税等の支払額  △84,048

営業活動によるキャッシュ・フロー  △230,038

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  △12,101

 無形固定資産の取得による支出  △133,066

 従業員貸付金回収による収入  300

 敷金及び保証金の支払額  △1,878

投資活動によるキャッシュ・フロー  △146,747

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

 長期借入金の返済による支出  △3,996

 新株の発行による収入  495,852

 少数株主からの払込による収入   15,000

財務活動によるキャッシュ・フロー  506,856

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △1,107

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  128,963

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  500,356

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高  629,320
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前中間連結会計期間（自 平成19年７月１日 至 平成19年12月31日） 

 当連結グループは、ソフトウェアの開発、関連サービス並びにこれらに付帯する事業を行っており、当該事

業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。  

  

前中間連結会計期間（自 平成19年７月１日 至 平成19年12月31日） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。 

   

  

（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

前中間連結会計期間（自 平成19年７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。 
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