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1.  平成21年7月期第2四半期の連結業績（平成20年8月1日～平成21年1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7月期第2四半期 4,446 ― △622 ― △593 ― △1,758 ―

20年7月期第2四半期 6,631 11.0 546 △22.3 502 △31.8 244 53.2

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7月期第2四半期 △3,516.01 ―

20年7月期第2四半期 516.70 ―

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7月期第2四半期 15,202 9,984 65.7 19,969.91
20年7月期 18,278 12,462 68.2 24,925.81

（参考） 自己資本   21年7月期第2四半期  9,984百万円 20年7月期  12,462百万円

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7月期 ― 75.00 ― 125.00 200.00
21年7月期 ― 75.00 ――― ――― ―――

21年7月期（予想） ――― ――― ― 0.00 75.00

3.  平成21年7月期の連結業績予想（平成20年8月1日～平成21年7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 6,548 △48.2 △1,608 ― △1,534 ― △2,695 ― △5,390.00

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】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】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．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当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】 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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年7月期第2四半期  500,000株 20年7月期  500,000株

② 期末自己株式数 21年7月期第2四半期  0株 20年7月期  0株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年7月期第2四半期  500,000株 20年7月期第2四半期  472,609株



当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、米国発の金融危機の深刻化による海外経済減速の影響を受け、

急速かつ大幅に悪化いたしました。 

米国自動車販売の落ち込みにより大幅な減少となった自動車関連を中心に米国向け輸出に急ブレーキがかかったほ

かすべての地域向け輸出が減少幅を拡大し、さらには為替の円高も重なり企業収益は悪化いたしました。原油を始め

とする原材料価格の低下による交易条件の改善はあるものの、輸出の急速な減少を契機とした生産縮小、企業収益の

悪化から設備投資も大幅に減少いたしました。また、所定外労働時間の減少に加え、製造業の非正規雇用労働者を中

心とする雇用調整も深刻化し、個人消費も低迷が続いております。 

当社グループが属する電子工業界におきましては、 終製品の世界需要がデジタルカメラの急減速に加え薄型テレ

ビも一段と鈍化したほか、携帯電話機の世界出荷台数もマイナス成長に転じ、在庫調整、生産調整の動きが強まる等

市場環境は一層厳しさを増しております。 

このような状況のもとで当社グループは、取引先ニーズへの対応力向上に注力するとともに取引先各社への積極的

な営業活動を展開し受注の確保に努めました。また、材料費低減等の原価改善活動に加え徹底的な経営合理化にも取

り組み収益構造の改善を図ってまいりましたが、市場環境の悪化を補うには至りませんでした。 

この結果当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高 百万円(前年同期比 %減)、営業損失 百万円(前年

同期は営業利益546百万円) 、経常損失 百万円(前年同期は経常利益502百万円)、四半期純損失 百万円(前年同

期は四半期純利益244百万円)となりました。 

（1）資産、負債、純資産の状況 

当第２四半期連結累計期間末の総資産は、受取手形及び売掛金が 百万円、有形固定資産が 百万円、繰延

税金資産が 百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末比 百万円減少し、 百万円となりまし

た。負債は、借入金の返済、社債の償還などにより、 百万円減少の 百万円となりました、また、純資産は

百万円減少の 百万円となりました。この結果、自己資本比率は、 ％となり、前連結会計年度末比 ％

減少しました。 

（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および現金同等物(以下「資金」という。)は、 百万円となり、前連結

会計年度末と比較して 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) 

当第２四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、 百万円となりました。これは主に税金等

調整前四半期純損失が 百万円あったものの、売上債権が 百万円減少し、減損損失が 百万円あったことに

加え、減価償却費が 百万円あ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) 

当第２四半期連結累計期間における投資活動の結果使用した資金は、 百万円となりました。これは主に固定資産

の取得による支出が 百万円、定期預金の預入払戻による預入超過 百万円があったこと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) 

当第２四半期連結累計期間における財務活動の結果使用した資金は、 百万円となりました。これは主に、社債の

償還及び借入金の返済による支出が 百万円あったこと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 

4,446 32.9 622

593 1,758

２．連結財政状態に関する定性的情報 

1,671 1,052

365 3,076 15,202

598 5,217

2,477 9,984 65.7 2.5

3,678

189

1,173

1,265 1,576 619

595

939

354 582

328

253

３．連結業績予想に関する定性的情報 

今後の見通しにつきましては、米国発の金融危機を契機として世界経済全体が景気後退に陥る中、輸出を牽引役と

していたわが国経済への打撃は大きく、景気は大幅に悪化しており経済環境は先行き益々厳しさを増していくものと

予想されます。 

終製品の需要減速は当社グループの属する電子工業界にも波及し、第２四半期以降当社の受注は大幅な減少が続

き、回復の糸口が見えない状況となっております。 

このことから通期の業績予想につきまして、平成21年３月３日に業績予想の修正を行っております。具体的な内容

につきましては、平成21年３月３日公表の「業績予想の修正、配当予想の修正、特別損失の発生、繰延税金資産の取

崩しならびに合理化策に関するお知らせ」をご参照ください。  



該当事項はありません。  

   

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固定資産の減価償却費については、当連結会計年度に係る年間の減価償却費の額を期間

按分する方法により算定しております。 

  

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 

①四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

 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の適用 

 「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、評価基準につ

いては、従来めっき材に係る原材料は低価法、それ以外は原価法を採用しておりましたが、第１四半期連結会

計期間より原価法（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の営業損失が 千円増加、経常損失、税金等調整前四半期

純損失が 千円増加しております。また、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。 

③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」（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。なお、この変更

による損益への影響は軽微であります。 

④リース取引に関する会計基準の適用 

 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（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））が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができる

ことになったことに伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係

る会計処理によっております。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。ただし、

リース取引開始日が会計基準適用初年度開始前のリース取引で、これらの会計基準等に基づき所有権移転外

ファイナンス・リース取引と判定されたものについては、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理を適用しております。なお、これによる、当第２四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金

等調整前四半期純損失並びにセグメント情報に与える影響はありません。 

  

追加情報 

有形固定資産の耐用年数の変更 

当社は、法人税法改正（減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令（平成20年４月30日

財務省令第32号））に伴い、第１四半期連結会計期間より、有形固定資産の減価償却を算出する際の耐用年数

を、改正後の法人税法の耐用年数に変更しております。この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第２

四半期連結累計期間の営業損失、経常損失、税金等調整前四半期純損失がそれぞれ 千円増加しておりま

す。また、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。 

  

19,092

11,476

31,860



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21年１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７月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,420,599 4,178,512

受取手形及び売掛金 2,064,021 3,735,087

製品 62,712 119,527

原材料及び貯蔵品 1,282,674 1,330,125

その他 127,881 119,500

貸倒引当金 △12,000 △2,500

流動資産合計 7,945,888 9,480,252

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,755,185 2,162,912

機械装置及び運搬具（純額） 2,172,041 2,599,603

土地 1,826,215 1,962,942

その他（純額） 313,072 393,265

有形固定資産合計 6,066,514 7,118,724

無形固定資産 315,031 251,295

投資その他の資産   

投資有価証券 447,179 554,251

繰延税金資産 － 365,509

その他 492,471 509,261

貸倒引当金 △64,225 △331

投資その他の資産合計 875,425 1,428,690

固定資産合計 7,256,971 8,798,710

資産合計 15,202,860 18,278,962

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 311,988 461,181

短期借入金 1,680,706 1,712,769

1年内返済予定の長期借入金 300,360 300,360

1年内償還予定の社債 217,000 217,000

未払法人税等 8,620 12,964

繰延税金負債 － 405

その他 424,078 485,629

流動負債合計 2,942,754 3,190,310

固定負債   

社債 740,500 849,000

長期借入金 321,640 466,820

退職給付引当金 619,756 613,036

役員退職慰労引当金 442,657 696,892

繰延税金負債 89,849 －

その他 60,745 －

固定負債合計 2,275,148 2,625,749

負債合計 5,217,903 5,816,059



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年１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７月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 962,200 962,200

資本剰余金 870,620 870,620

利益剰余金 8,341,604 10,160,652

株主資本合計 10,174,424 11,993,472

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △15,783 50,178

為替換算調整勘定 △173,683 419,252

評価・換算差額等合計 △189,467 469,430

純資産合計 9,984,957 12,462,903

負債純資産合計 15,202,860 18,278,962



（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８月１日 
 至 平成21年１月31日) 

売上高 4,446,931

売上原価 4,158,403

売上総利益 288,528

販売費及び一般管理費 910,655

営業損失（△） △622,127

営業外収益  

受取利息 36,876

受取配当金 1,572

保険返戻金 32,025

その他 13,700

営業外収益合計 84,174

営業外費用  

支払利息 29,208

為替差損 22,514

その他 3,535

営業外費用合計 55,258

経常損失（△） △593,211

特別損失  

固定資産除却損 15,215

投資有価証券評価損 37,807

減損損失 619,317

特別損失合計 672,341

税金等調整前四半期純損失（△） △1,265,552

法人税、住民税及び事業税 24,621

法人税等調整額 467,829

法人税等合計 492,450

四半期純損失（△） △1,758,003



（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８月１日 
 至 平成21年１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（△） △1,265,552

減価償却費 595,512

減損損失 619,317

貸倒引当金の増減額（△は減少） 73,393

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,997

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △254,234

受取利息及び受取配当金 △38,448

支払利息 29,208

為替差損益（△は益） 1,266

投資有価証券評価損益（△は益） 37,807

固定資産除売却損益（△は益） 15,215

売上債権の増減額（△は増加） 1,576,529

たな卸資産の増減額（△は増加） 18,765

仕入債務の増減額（△は減少） △155,813

その他 △104,165

小計 1,155,798

利息及び配当金の受取額 29,171

利息の支払額 △29,232

法人税等の支払額 △31,270

法人税等の還付額 48,788

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,173,255

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 △851,181

定期預金の払戻による収入 268,200

有形固定資産の取得による支出 △245,448

無形固定資産の取得による支出 △109,406

投資有価証券の取得による支出 △8,533

その他 7,108

投資活動によるキャッシュ・フロー △939,261

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 △145,180

社債の償還による支出 △108,500

リース債務の返済による支出 △12,195

配当金の支払額 △62,500

財務活動によるキャッシュ・フロー △328,375

現金及び現金同等物に係る換算差額 △95,320

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △189,701

現金及び現金同等物の期首残高 3,868,312

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,678,610



 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８月１日 至平成21年１月31日） 

当社グループは貴金属表面処理事業の単一事業であり、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８月１日 至平成21年１月31日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接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。 

アジア諸国………フィリピン、中国 

３．会計処理方法の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準の適用） 

 「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、評価基準に

ついては、従来めっき材に係る原材料は低価法、それ以外は原価法を採用しておりましたが、第１四半期連

結会計期間より原価法（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の日本の営業損失は、 千円増加しております。

４．追加情報 

（有形固定資産の耐用年数の変更） 

当社は、法人税法改正（減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令（平成20年４月

30日 財務省令第32号））に伴い、第１四半期連結会計期間より、有形固定資産の減価償却を算出する際

の耐用年数を、改正後の法人税法の耐用年数に変更しております。この結果、従来の方法によった場合に

比べて、当第２四半期連結累計期間の日本の営業損失は、 千円増加しております。 

当第２四半期連結累計期間（自平成20年８月１日 至平成21年１月31日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外に属する国又は地域 

アジア諸国………フィリピン、中国等  

  

（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） 
アジア諸国
（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  2,655,429  1,791,502  4,446,931  －  4,446,931

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 －  －  －  (－)  －

計  2,655,429  1,791,502  4,446,931  (－)  4,446,931

営業利益又は営業損失（△）  △675,702  8,578  △667,124 (△44,997)  △622,127

19,092

31,860

〔海外売上高〕 

  アジア諸国 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,871,435  1,871,435

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  4,446,931

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  42.1  42.1



（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 

（１）中間連結損益計算書 

  

  
前中間連結会計期間

（自 平成19年８月１日 
至 平成20年１月31日） 

区分 金額（千円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高        6,631,360  100.0

Ⅱ 売上原価        5,205,155  78.5

売上総利益        1,426,204  21.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費        879,275  13.2

営業利益        546,929  8.3

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取利息  36,457            

２．屑売却益  9,360            

３．役員保険満期返戻金  10,477            

４．その他  10,145  66,440  1.0

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  41,762            

２．為替差損  20,189            

３．株式交付費  17,535            

４．株式上場関連費用  21,673            

５．その他  9,714  110,875  1.7

経常利益        502,494  7.6

Ⅵ 特別利益                  

１．貸倒引当金戻入益  76  76  0.0

Ⅶ 特別損失                  

１．固定資産除却損  32,634            

２．投資有価証券評価損  39,649            

３．事故関連費用  75,543            

４．その他  3,327  151,155  2.3

税金等調整前中間純利益        351,415  5.3

法人税、住民税及び事業税  34,228            

法人税等調整額  72,989  107,218  1.6

中間純利益        244,197  3.7

        



（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８月１日 
至 平成20年１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利益  351,415

減価償却費  620,583

貸倒引当金の増減額 △76

退職給付引当金の増減額  28,612

役員賞与引当金の増減額 △43,105

役員退職慰労引当金の増減額  21,403

受取利息及び受取配当金 △38,437

支払利息  41,762

株式交付費  17,535

為替差損益 △4,961

投資有価証券評価損  39,649

固定資産除却損  32,634

事故関連費用  75,543

売上債権の増減額 △330,241

たな卸資産の増減額 △42,833

仕入債務の増減額  114,166

その他  44,122

小計  927,773

利息及び配当金の受取額  39,981

利息の支払額 △37,465

事故関連の支払額 △8,441

法人税等の支払額 △33,328

法人税等の還付額  21,835

営業活動によるキャッシュ・フロー  910,355

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 △92,400

定期預金の払戻による収入  61,600

有形固定資産の取得による支出 △364,411

無形固定資産の取得による支出 △92,135

投資有価証券の取得による支出 △8,747

その他  1,678

投資活動によるキャッシュ・フロー △494,416



  

  
前中間連結会計期間

（自 平成19年８月１日 
至 平成20年１月31日） 

区分 金額（千円）

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 △150,180

社債の償還による支出 △108,500

新株の発行による収入  986,864

配当金の支払額 △77,000

財務活動によるキャッシュ・フロー  651,184

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △151,721

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  915,402

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  4,192,057

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高  5,107,460

    



前中間連結会計期間（自 平成19年８月１日 至 平成20年１月31日） 

当社グループは貴金属表面処理事業の単一事業であり、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８月１日 至 平成20年１月31日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接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。 

アジア諸国………フィリピン、中国 

３．消去又は全社に含まれる営業費用は、セグメント間の内部取引によるものであります。 

  

（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〕 

  
日本

（千円） 
アジア諸国
（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  4,144,001  2,487,358  6,631,360  －  6,631,360

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 －  －  －  (－)  －

計  4,144,001  2,487,358  6,631,360  (－)  6,631,360

営業費用  4,051,080  2,119,939  6,171,020 (86,589)  6,084,431

営業利益  92,920  367,418  460,339 (△86,589)  546,929

〔海外売上高〕 

前中間連結会計期間（自 平成19年８月１日 至 平成20年１月31日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外に属する国又は地域 

アジア諸国………フィリピン、中国等 

  

  アジア諸国 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  2,587,912  2,587,912

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  6,631,360

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  39.0  39.0
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