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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 1,315 ― △260 ― △212 ― △196 ―
20年6月期第3四半期 2,100 14.5 97 79.3 126 △15.1 1 △98.0

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 △756.55 ―
20年6月期第3四半期 7.00 6.66

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 5,940 5,560 93.0 21,300.44
20年6月期 6,238 5,788 91.9 22,132.02

（参考） 自己資本  21年6月期第3四半期  5,523百万円 20年6月期  5,734百万円

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 2,100 △17.6 △300 ― △300 ― △250 ― △964.07



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） 

（注）詳細は、５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．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。 
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。 

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6月期第3四半期 260,236株 20年6月期 260,012株
② 期末自己株式数 21年6月期第3四半期 918株 20年6月期 918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 259,228株 20年6月期第3四半期 258,843株



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３四半期連結累計期間（以下「当第３四半期」といいます。）の我が国の経済は、欧米の金融危機に端を発

した世界的な景気の悪化を背景として、外需の減退による輸出の大幅な減少、生産・在庫の調整、雇用調整や資産

価値の下落等による個人消費の低迷等により、急速に悪化しました。今後、海外各国の景気対策や金融対策の奏功

による外需の回復、国内の生産・在庫調整の一巡、財政出動による景気対策等により、景気が底打ちし回復に向か

うことが期待されます。

　当社グループの主な事業領域である特定保健用食品（以下「トクホ」といいます。）業界におきましては、血圧

や血糖値といった一般的な健康表示のトクホの開発に一巡感が生じたことに加え、イソフラボンやアガリクスの安

全性に関する問題が話題になり開発リスクが顕在化するなかで、トクホの主な開発主体である大手の食品・製薬企

業等の開発動向が鈍化し、新規の開発案件が減少する傾向が続いております。

  昨今の市場環境につきましては、トクホ商品の差別化が難しくなったために各企業が新規の健康表示や素材を用

いた独自性のある製品に対する開発意欲を強めることとなり、その結果、血管内皮機能、呼吸商、アディポサイト

カイン等の当社グループが強みを有する評価系の優位性が高まっているという面もあります。社会の高齢化や健康

保険財政の逼迫による予防医療の必要性の高まり等という構造的な問題に何ら変わりはないこと、食品業界におい

ては人口減の時代に売上高の維持・増大を図るためには商品の付加価値を創出する必要があること等から、今後と

もトクホ開発のニーズは相応に存在すると考えられ、当社グループでは、当社グループから主体的に開発案件の提

案を行うことに加え、抗疲労トクホの上市や医科向けの展開の本格化といった当社グループが現在進めている施策

の実現によって、トクホ市場の活性化に取り組んでいく方針であります。

　また、当社グループでは、従来からの中核事業であるトクホの開発支援に加え、開発段階だけではなく開発の前

段階及び市販後の調査やマーケティングへの関与、食品だけではなく医薬品や化粧品への事業領域の拡大、さらに

は自社での製品開発や販売といった形でのビジネスモデルの拡張を進めております。当社グループでは、今後、各

事業相互のシナジー効果を発揮しつつ、グループ業績の拡大に向けた成長戦略を着実に推進してまいる所存であり

ます。

　事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

（生体評価システム事業）

　生体評価システム事業のうち評価試験事業におきましては、主にトクホの許可取得を目的とした臨床評価試験の

受託手数料について359百万円（前年同期比55.7％減）の売上計上を行いました。また、当第３四半期の新規受注は

196百万円（前年同期比67.4％減）、当第３四半期末の受注残高は543百万円（前年同期末比11.0％減）となりまし

た。

　生体評価システム事業のうちバイオマーカー開発事業におきましては、「疲労定量化及び抗疲労食薬開発プロジェ

クト」（以下「疲労プロジェクト」といいます。）で確立した評価技術を応用し、食薬以外の製品について「癒し」

の効果を評価する臨床評価試験を実施いたしました。当第３四半期においては、この食薬以外の製品についての臨

床評価試験の受託手数料、抗疲労食品に係る臨床評価試験の受託手数料及び「精神検査方法及び精神機能検査装置

（ＡＴＭＴ）」に係るライセンス収入等計50百万円（前年同期比77.9％減）の売上計上を行いました。また、当第

３四半期の新規受注は24百万円（前年同期比75.7％減）、当第３四半期末の受注残高は11百万円（前年同期末比

63.5％減）となりました。

　これらの結果、生体評価システム事業の業績は、売上高409百万円（前年同期比60.6％減）、営業利益102百万円

（前年同期比74.3％減）となりました。

（化粧品事業）

　化粧品事業におきましては、通信販売部門については、広告宣伝費を削減した影響により新規会員の獲得は低調

であったものの、既存会員向けの販促活動に注力した効果もあり比較的底堅く推移し、売上高は610百万円（前年同

期比6.6％減）となりました。一方、百貨店等向けの卸売部門については、昨今の消費動向の鈍化の影響を大きく受

けることとなり、売上高は245百万円（前年同期比21.4％減）となりました。

　一方、販売費及び一般管理費につきましては、昨今の消費動向を踏まえ、費用対効果の不確実性が高い広告活動

を抑制し、低コストで実施できる既存会員向けの販促活動に注力したことから、のれん償却費59百万円を含め674百

万円（前年同期比23.4％減）となりました。

　この結果、化粧品事業の業績は、売上高856百万円（前年同期比11.4％減）、営業利益は23百万円（前年同期は98

百万円の営業損失）となりました。



（マーケティング事業）

　マーケティング事業におきましては、無償サンプルを所定の個数配布する形での市販後調査事業に加え、日本予

防医薬㈱が行う健康補助食品事業とも関連し、医師の認知下において有償で購入された健康補助食品等について、

長期にわたって摂取後の経過を観察することにより安全性や有用性を調査する継続利用追跡調査を新たに開始して

いることもあり、中長期的な業容の拡大に向けた医療機関ネットワークの拡充に注力しております。当第３四半期

においては市販後調査の受託手数料等について39百万円（前年同期比58.6％減）の売上計上を行いましたが、医療

機関ネットワークの拡充に要する経費が先行投資の形となり営業損失を計上いたしました。引き続き、市販後調査

及び継続利用追跡調査案件の強化に取り組んでまいります。　

　この結果、マーケティング事業の業績は、売上高39百万円（前年同期比58.6％減）、営業損失は85百万円（前年

同期は12百万円の営業損失）となりました。

（健康補助食品事業）

　健康補助食品事業におきましては、平成20年８月より、バイオマーカー技術や医療機関ネットワーク等の当社グ

ループのシナジーを活かして、医師の認知下にて使用することを目的とした専用の健康補助食品（以下「医科向け

専用食品」といいます。）であるフロメド・シリーズの販売を開始しました。フロメド・シリーズは、㈱エビデン

スラボが行うマーケティング事業における継続利用追跡調査の対象食品とすることにより、医科向け専用食品とし

て販売するものであります。また、平成21年３月からは、医科向け専用食品ではなく一般向けの商品として、当社

グループの開発商品である「イミダペプチド」の販売を開始しました。

　フロメド・シリーズにつきましては、継続利用追跡調査に参加する医療機関は当第３四半期末時点において約500

施設となり順調に増加しているものの、ユーザーの認知度がまだ低く、売上の計上は少額に留まりました。また、

「イミダペプチド」につきましても、平成21年３月の発売から間がないこともあり、当第３四半期の売上の計上は

少額となりました。

　日本予防医薬㈱が平成20年３月に行いました抗疲労トクホの許可申請に関しましては、厚生労働省からの指摘事

項に対応して追加で実施した臨床評価試験のデータ等を、平成21年３月に指摘事項への回答として厚生労働省に提

出しております。今後とも、抗疲労トクホの許可取得に向け、着実に対応を進めてまいる所存であります。

　この結果、健康補助食品事業の業績は、売上高５百万円、営業損失は113百万円となりました。

　以上より、当第３四半期の業績は、売上高1,315百万円（前年同期比37.4％減）、営業損失260百万円（前年同期

は97百万円の営業利益）、経常損失212百万円（前年同期は126百万円の経常利益）、四半期純損失196百万円（前年

同期は１百万円の四半期純利益）となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第３四半期末の総資産は、営業活動の結果使用した資金の支出等により、前連結会計年度末比298百万円減の

5,940百万円となりました。負債については、買掛金の減少及び未払法人税等の減少等により、前連結会計年度末比

69百万円減の380百万円となりました。また、純資産については、主に四半期純損失196百万円を計上したこと等に

より、前連結会計年度末比228百万円減の5,560百万円となりました。なお、有利子負債はありません。

　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」といいます。）は、営業活動によるキャッ

シュ・フローは252百万円の支出となったものの、投資活動によるキャッシュ・フローが856百万円の収入となった

ことから、前連結会計年度末に比べ603百万円増加し、当第３四半期末には2,192百万円となりました。

　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252百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失173百万円を計

上したことや、法人税等の支払額99百万円等の支出要因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）

　投資活動の結果得られた資金は856百万円となりました。これは主に、短期の運用目的で保有している有価証券の

償還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）

　財務活動の結果使用した資金は０百万円となりました。



３．連結業績予想に関する定性的情報

当第３四半期累計期間の業績につきましては、上記「１．連結経営成績に関する定性的情報」に記載のとおり、

評価試験事業、化粧品事業及びマーケティング事業は何れも前年同期を下回って推移しており、また、当第３四半

期よりフロメド・シリーズ等の販売を開始しました健康補助食品事業も売上の計上は少額に留まり、前年同期を上

回る営業損失を計上しましたが、何れの事業も概ね平成21年２月６日に修正を発表いたしました業績予想数値の前

提となる計画に沿った進捗となっております。

　第４四半期の見通しを精査いたしました結果、当該四半期も概ね当該計画どおりに推移することが見込まれるこ

とから、通期の連結業績予想につきましては、成21年２月６日に発表いたしました数値のとおり変更はございませ

ん。

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）

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

該当事項はありません。　

（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　重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

たな卸資産

　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、商品、原材料及び貯蔵品について最終仕入原価法

による原価法により、仕掛品については個別法による原価法によって評価しておりましたが、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）が適用された

ことに伴い、それぞれ最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法）、個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）に

より算定しております。

これにより、当第３四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は、それぞれ

5,902千円増加しております。



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 2,192,059 1,588,093

受取手形及び売掛金 125,907 120,359

有価証券 1,500,000 2,302,616

商品 156,464 166,646

仕掛品 228,858 229,292

原材料及び貯蔵品 39,684 53,340

その他 69,646 50,073

貸倒引当金 △4,832 △4,365

流動資産合計 4,307,788 4,506,056

固定資産   

有形固定資産 38,555 44,696

無形固定資産   

のれん 570,557 648,805

その他 13,289 16,556

無形固定資産合計 583,846 665,362

投資その他の資産   

投資有価証券 841,200 867,850

その他 169,117 154,546

投資その他の資産合計 1,010,317 1,022,396

固定資産合計 1,632,719 1,732,455

資産合計 5,940,508 6,238,512

負債の部   

流動負債   

買掛金 43,032 63,752

未払法人税等 30,813 68,792

ポイント引当金 10,343 8,714

前受金 214,279 234,872

その他 81,766 73,702

流動負債合計 380,236 449,833

負債合計 380,236 449,833



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,834,766 1,834,586

資本剰余金 2,672,816 2,672,636

利益剰余金 1,286,390 1,482,508

自己株式 △199,940 △199,940

株主資本合計 5,594,033 5,789,791

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △70,446 △55,519

評価・換算差額等合計 △70,446 △55,519

少数株主持分 36,684 54,405

純資産合計 5,560,272 5,788,678

負債純資産合計 5,940,508 6,238,512



（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 1,315,560

売上原価 372,042

売上総利益 943,518

販売費及び一般管理費 1,204,147

営業損失（△） △260,629

営業外収益  

受取利息 25,357

投資有価証券評価益 6,650

匿名組合投資利益 9,598

その他 6,591

営業外収益合計 48,197

営業外費用  

その他 526

営業外費用合計 526

経常損失（△） △212,957

特別利益  

投資有価証券売却益 56,960

特別利益合計 56,960

特別損失  

固定資産除却損 163

減損損失 17,666

特別損失合計 17,830

税金等調整前四半期純損失（△） △173,828

法人税、住民税及び事業税 46,011

法人税等調整額 △6,000

法人税等合計 40,011

少数株主損失（△） △17,721

四半期純損失（△） △196,118



（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（△） △173,828

減価償却費 15,637

減損損失 17,666

のれん償却額 60,581

貸倒引当金の増減額（△は減少） 466

ポイント引当金の増減額（△は減少） 1,628

受取利息 △25,357

投資有価証券評価損益（△は益） △6,650

投資有価証券売却損益（△は益） △56,960

固定資産除却損 163

売上債権の増減額（△は増加） △5,548

たな卸資産の増減額（△は増加） 24,271

未収消費税等の増減額（△は増加） △238

仕入債務の増減額（△は減少） △20,719

前受金の増減額（△は減少） △20,592

未払消費税等の増減額（△は減少） △4,795

その他 14,905

小計 △179,367

利息の受取額 26,890

法人税等の支払額 △99,862

営業活動によるキャッシュ・フロー △252,339

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の取得による支出 △9,998,526

有価証券の償還による収入 10,801,142

有形及び無形固定資産の取得による支出 △6,555

投資有価証券の売却による収入 64,960

その他 △4,654

投資活動によるキャッシュ・フロー 856,365

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 356

配当金の支払額 △417

財務活動によるキャッシュ・フロー △61

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 603,965

現金及び現金同等物の期首残高 1,588,093

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,192,059



　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〕

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）

生体評価
システム
事業

化粧品
事業

マーケ
ティング
事業

健康補助
食品事業　

計
消去又は
全社 

連結

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 409,640 856,316 39,880 5,222 1,311,060 4,500 1,315,560

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高

45,000 － 630 536 46,166 (46,166) －

計 454,640 856,316 40,510 5,759 1,357,227 (41,666) 1,315,560

営業利益又は営業損失(△) 102,761 23,662 △85,074 △113,639 △72,289 (188,340) △260,629

（注）１．事業区分の方法

　　事業は、サービスの種類、性質を考慮して区分しております。

２．各事業の主な内容

(1)生体評価システム事業

　身体や病気の状態を客観的かつ定量的に評価するための指標であるバイオマーカーとそれを利用した

生体評価システムを開発し、当該技術を用いてトクホ申請のための臨床評価試験を受託したり、当該技

術を食品企業や製薬企業等に供与して対価を得る事業

(2)化粧品事業

　化粧品等の製造及び販売を行う事業

(3)マーケティング事業

　トクホ等を対象とする市販後調査、広告販促活動の企画並びに販売及びマーケティングリサーチ等を

行う事業

(4)健康補助食品事業

　バイオマーカー技術や医療機関ネットワーク等の当社グループのシナジーを活用し、医師の認知下に

て使用することを目的とした専用の健康補助食品である「フロメド」シリーズの販売を行う事業

３．会計処理の方法の変更

（棚卸資産の評価に関する会計基準）

「四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法の変更　②　重要な資産の評価基

準及び評価方法の変更」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。この変更に伴い、従来の方法

によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間のマーケティング事業の営業損失が、5,902千円増加

しております。

〔所在地別セグメント情報〕

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）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

〔海外売上高〕

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）

　海外売上高がないため、該当事項はありません。

（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。



「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

科目

前第３四半期連結会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成20年３月31日）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 2,100,925

Ⅱ　売上原価 603,440

売上総利益 1,497,485

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,399,633

営業利益 97,852

Ⅳ　営業外収益 94,409

受取利息 34,180

持分法による投資利益 43,314

雑収入 16,914

Ⅴ　営業外費用 65,430

株式交付費 2

投資有価証券評価損 64,250

雑損失 1,177

経常利益 126,831

Ⅵ　特別損失 126

固定資産除却損 126

税金等調整前四半期純利益 126,705

税金費用 130,199

少数株主損失（△） △5,306

四半期純利益 1,811



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第３四半期連結会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成20年３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  

税金等調整前四半期純利益 126,705

減価償却費　 32,639

のれん償却費　 60,062

持分法による投資利益　 △43,314

貸倒引当金の減少額　 △210

ポイント引当金の増加額　 1,776

投資有価証券評価損 64,250

受取利息　 △34,180

固定資産除却損　 126

売上債権の増加額　 △141,013

たな卸資産の減少額 10,626

未収消費税等の減少額 31,089

仕入債務の増加額 20,180

前受金の減少額 △206,686

未払消費税等の増加額 11,743

その他　 11,180

小計 △55,026

利息の受取額 16,386

法人税等の支払額 122,216

営業活動によるキャッシュ・フロー 83,576

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の取得による支出 △4,000,000

有価証券の償還による収入 2,000,000

信託受益権の減少額 1,000,000

有形固定資産の取得による支出　 △9,177

無形固定資産の取得による支出 △17,693

投資有価証券の取得による支出 △500,000

子会社株式の取得による支出 △3,200

差入保証金の差入による支出　 △5,039

その他 △2,435

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,537,546

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 486

配当金の支払額 △50,098

財務活動によるキャッシュ・フロー △49,612

Ⅳ　現金及び現金同等物の減少額 △1,503,581

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 3,355,158

Ⅵ　現金及び現金同等物の四半期末残高 1,851,576



（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前第３四半期連結会計期間（自　平成19年７月１日　至　平成20年３月31日）

 
生体評価シ
ステム事業
（千円）

化粧品事業
 

（千円）

マーケティ
ング事業
（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 1,038,605 966,020 96,300 2,100,925 － 2,100,925

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － 20,776 20,776 (20,776) －

　　　計 1,038,605 966,020 117,076 2,121,702 (20,776) 2,100,925

営業費用 638,636 1,064,491 129,918 1,833,046 170,026 2,003,073

営業利益又は営業損失(△) 399,968 △98,471 △12,842 288,655 (190,803) 97,852

〔所在地別セグメント情報〕

前第３四半期連結会計期間（自　平成19年７月１日　至　平成20年３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在外支店がないため、該当事項はありません。

〔海外売上高〕

前第３四半期連結会計期間（自　平成19年７月１日　至　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。
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