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1.  平成21年6月期第3四半期の連結業績（平成20年7月1日～平成21年3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3四半期 603 ― △147 ― △158 ― △157 ―
20年6月期第3四半期 458 ― △426 ― △437 ― △289 ―

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3四半期 △9,726.04 ―
20年6月期第3四半期 △18,709.90 ―

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3四半期 1,076 322 29.3 19,481.25
20年6月期 1,314 1,183 89.2 73,234.91

（参考） 自己資本   21年6月期第3四半期  315百万円 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
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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、4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、4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．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、4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3四半期 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3四半期  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3四半期 16,172株 20年6月期第3四半期 15,847株
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 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的な景気後退の影響に伴う生産・輸出の落ち込みや企業

収益の悪化等により、設備投資の低迷、不安定な雇用情勢、個人消費の落ち込みが続いており、非常に厳しい状況

で推移しました。当社の属するIT産業においても、大企業をはじめとする企業収益が大きく減少する中、企業のIT

投資・情報投資に対する抑制は強まる傾向にあり、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）では、主力製品である「KnowledgeMarket」、

「AskMe Enterprise」、「GSA Extender for Notes」の販売、それに付随するITサービスの提供及び「ビジネスコ

ンサルティング」、「Knowledge Process Outsourcing（KPO）」の提供を行ってまいりました。 

 当社においては、「KnowledgeMarket」の既存のお客様からの追加ライセンスやITサービスの受注があった他、

「ビジネスコンサルティング」、「KPO」が好調に推移したこと等により、当第３四半期会計期間（１－３月）に

おいては当初見込みを超える売上を達成するとともに、同会計期間の損益も黒字となり、第２四半期会計期間まで

に実行した経費削減策の効果により、収益改善の傾向が表れてまいりました。 

 一方、子会社Realcom U.S., Inc.（以下、「Realcom US」という。）においては、米国経済に改善の兆しが見ら

れない状況の中、各案件の進捗の遅れにより、当第３四半期会計期間における売上の見込みを達成することができ

ませんでした。  

 この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は603,754千円、営業損失は147,422千円、経常損失は158,152千

円、四半期純損失は157,289千円となりました。 

  

 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  

 当第３四半期連結会計期間においては、当社における主力製品「KnowledgeMarket」の既存のお客様への追加導

入を中心として、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、当第３四半期連結累計期間の売上高は47,409千円となりました。 

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79,062

千円となりました。 

３．ビジネスコンサルティング  

 第２四半期連結会計期間から引き続いて、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

ービスなどを提供し、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209,142千円

となりました。 

４．運用保守  

 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226,564

千円となりました。 

５．その他  

 他社製品の売上高は41,575千円となりました。 

  

  

(１) 資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、1,076,956千円であり、前連結会計年度末と比較して301,266千円減少

しております。これは主に、現金及び預金の減少（181,824千円）等による流動資産の減少（240,387千円）による

ものであります。 

当第３四半期連結会計期間末の負債合計は754,945千円であり、前連結会計年度末と比較して108,072千円減少し

ております。なお、当第３四半期連結会計期間末における有利子負債残高は、604,016千円となっております。 

当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は322,011千円であり、前連結会計年度末と比較して193,194千

円減少しております。これは主に、利益剰余金の減少（157,289千円）及び為替換算調整勘定の減少（36,291千

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
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(２) キャッシュ・フローの状況 

 当第３四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

135,839千円の減少、投資活動において312,335千円の増加、財務活動において64,006千円の増加となったことか

ら、前連結会計年度末に比べて232,424千円増加し、当第３四半期連結会計期間末には393,291千円となりました。

 当第３四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、135,839千円となりました。主な増加要因は、未収入金の減少による増加

（49,797千円）、のれん償却額の発生に伴う増加（42,547千円）、ソフトウエア償却額の発生に伴う増加（13,452

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（151,277千円）、未払金の減少（58,301千

円）、前受金の減少（44,513千円）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、312,335千円となりました。主な増加要因は、定期預金の払戻による収入

（434,703千円）等であり、主な減少要因は、事業譲受による支出（96,324千円）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、64,006千円となりました。増加要因は、短期借入れによる収入（100,000千

円）であり、減少要因は、借入金の返済による支出（35,994千円）であります。 

  

   

 当社グループが販売市場としている日本及び米国においては、厳しい経済情勢の継続が予想され、先行きに対して

も依然として不透明な状況となっております。 

 しかしながら、当社においては既存のお客様への追加ライセンス販売、「ビジネスコンサルティング」、

「Knowledge Process Outsourcing（KPO）」の提供に注力するとともに、新規のお客様にITサービスを提供していく

ことにより、当第３四半期連結会計期間における収益改善傾向をより確かなものとしてまいります。また、Realcom 

USにおいては、各案件の進捗を早めることにより、当連結会計年度内の受注を目指してまいります。  

 この結果、通期連結業績予想につきましては、平成21年１月30日付で発表いたしました、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155百万円から変更はありません。  

 なお、当該連結業績予想に修正のある場合には速やかに開示いたします。  

  

※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。 

  

・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軽微であります。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。 

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
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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３四半期連結会計期間末
(平成21年３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 415,256 597,080

売掛金 76,427 85,571

仕掛品 － 409

その他 25,216 74,305

貸倒引当金 △1,000 △1,080

流動資産合計 515,900 756,287

固定資産   

有形固定資産 29,392 38,859

無形固定資産   

のれん 478,067 518,374

その他 31,351 41,035

無形固定資産合計 509,418 559,409

投資その他の資産 22,244 23,665

固定資産合計 561,056 621,934

資産合計 1,076,956 1,378,222

負債の部   

流動負債   

買掛金 6,021 25,368

短期借入金 80,000 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 4,644 3,365

前受金 101,455 149,179

その他 38,807 145,093

流動負債合計 348,921 395,999

固定負債   

長期借入金 406,024 467,018

固定負債合計 406,024 467,018

負債合計 754,945 863,017

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 △833,060 △675,770

株主資本合計 354,238 511,528

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 △39,187 △2,896

評価・換算差額等合計 △39,187 △2,896

新株予約権 1,540 －

少数株主持分 5,419 6,574

純資産合計 322,011 515,205

負債純資産合計 1,076,956 1,378,222
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（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７月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 603,754

売上原価 300,888

売上総利益 302,865

販売費及び一般管理費  

役員報酬 51,914

給料 115,685

支払手数料 65,585

研究開発費 65,550

減価償却費 49,314

その他 102,238

販売費及び一般管理費合計 450,288

営業損失（△） △147,422

営業外収益  

受取利息 1,422

還付加算金 638

その他 831

営業外収益合計 2,892

営業外費用  

支払利息 7,819

為替差損 3,585

その他 2,217

営業外費用合計 13,622

経常損失（△） △158,152

特別利益  

受取補償金 6,829

貸倒引当金戻入額 80

特別利益合計 6,909

特別損失  

固定資産除却損 34

特別損失合計 34

税金等調整前四半期純損失（△） △151,277

法人税、住民税及び事業税 4,391

法人税等調整額 2,774

法人税等合計 7,166

少数株主損失（△） △1,154

四半期純損失（△） △157,289
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年３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（△） △151,277

減価償却費 9,452

貸倒引当金の増減額（△は減少） △80

ソフトウエア償却費 13,452

のれん償却額 42,547

補償金の受取額 △6,829

株式報酬費用 1,540

有形固定資産売却損益（△は益） 34

為替差損益（△は益） 5,445

受取利息及び受取配当金 △1,651

支払利息 7,930

売上債権の増減額（△は増加） 8,253

たな卸資産の増減額（△は増加） 472

未払費用の増減額（△は減少） △3,477

未収入金の増減額（△は増加） 49,797

その他の流動資産の増減額（△は増加） △2,277

仕入債務の増減額（△は減少） △19,346

未払金の増減額（△は減少） △58,301

前受金の増減額（△は減少） △44,513

その他の流動負債の増減額（△は減少） 20,358

小計 △128,468

利息及び配当金の受取額 916

利息の支払額 △4,543

法人税等の支払額 △3,743

営業活動によるキャッシュ・フロー △135,839

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 △20,000

定期預金の払戻による収入 434,703

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 △96,324

従業員に対する貸付金の回収による収入 900

その他 △2,307

投資活動によるキャッシュ・フロー 312,335

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 △30,000

長期借入金の返済による支出 △5,994

財務活動によるキャッシュ・フロー 64,006

現金及び現金同等物に係る換算差額 △8,077

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 232,424

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 393,291
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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３四半期連結累計期間（自 平成20年７月１日 至 平成21年３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３四半期連結累計期間（自 平成20年７月１日 至 平成21年３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ありません。 

（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。  

（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  497,361  106,392  －  603,754  －  603,754

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 747  14,312  25,286  40,347  △40,347  －

計  498,109  120,705  25,286  644,101  △40,347    603,754

  営業利益又は営業損失（△）  △88,149  △61,446  1,130  △148,465    1,043  △147,422
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当第３四半期連結累計期間（自 平成20年７月１日 至 平成21年３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．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ありません。 

（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。 

  

 該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕

  北米 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  106,392  106,392

Ⅱ 連結売上高（千円）        603,754

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  17.6  17.6

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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「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７月１日～平成20年３月31日） 

   

科目 

前年同四半期 
（平成20年６月期 
第３四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高  458,553

Ⅱ 売上原価  477,702

売上総利益  △19,149

Ⅲ 販売費及び一般管理費  407,783

 １．販売促進費  9,648

 ２．役員報酬  57,997

 ３．給与  109,381

 ４．支払手数料  52,249

 ５．研究開発費  72,268

 ６．減価償却費  7,915

 ７．その他  98,323

営業損失  426,932

Ⅳ 営業外収益  6,161

 １．受取利息  3,480

 ２．その他  2,680

Ⅴ 営業外費用  16,331

 １．支払利息  434

 ２．株式上場費用  5,147

 ３．株式交付費  7,648

 ４．為替差損  1,978

 ５．その他  1,122

経常損失  437,102

Ⅵ 特別損失  47,153

 １．固定資産除却損  47,153

税金等調整前四半期純損失  484,256

税金費用  △189,970

少数株主損失  4,524

四半期純損失  289,760
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前第３四半期連結累計期間（平成19年７月１日～平成20年３月31日） 

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期 

（平成20年６月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

 税金等調整前四半期純損失(△)  △484,256

 減価償却費  19,532

 ソフトウェア償却費  128,765

 長期前払費用償却費  2

 株式交付費  5,147

 固定資産除却損  47,921

 貸倒引当金の増加  1,030

 受取利息  △3,480

 支払利息  434

 売上債権の減少額(△増加額)  147,552

 たな卸資産の減少額(△増加額)  5,121

 その他資産の減少額(△増加額)  △16,955

 仕入債務の増加額(△減少額)  △48,352

 未払金の増加額(△減少額)  △4,679

 前受金の増加額(△減少額)  △68,386

 その他負債の増加額（△減少額)  △15,360

小計  △285,963

 利息の受取額  3,718

 利息の支払額  △450

 法人税等の支払額  △85,631

営業活動によるキャッシュ・フロー  △368,326

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

 定期預金の払戻しによる収入  150,000

 有形固定資産の取得による支出  △17,541

 無形固定資産の取得による支出  △203,565

 従業員貸付金回収による収入  450

 敷金及び保証金の支払額  △4,183

 その他  △108

投資活動によるキャッシュ・フロー  △74,948

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

 短期借入金の借入による収入  10,000

 長期借入金の返済による支出  △5,994

 少数株主からの払込による収入  15,000

 新株の発行による収入  495,852

財務活動によるキャッシュ・フロー  514,858

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △2,374

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  69,209

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四半期末残高  569,565
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前第３四半期連結累計期間（平成19年７月１日～平成20年３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。  

  

前第３四半期連結累計期間（平成19年７月１日～平成20年３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。 

  

前第３四半期連結累計期間（平成19年７月１日～平成20年３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。 

  

（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〕

６．その他の情報
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