
平成21年12月期 第2四半期決算短信 

平成21年8月7日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 佐渡汽船 上場取引所 JQ 
コード番号 9176 URL http://www.sadokisen.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 小川 健
問合せ先責任者 （役職名） 取締役総務部長 （氏名） 木村 毅 TEL 025-245-2311
四半期報告書提出予定日 平成21年8月13日
配当支払開始予定日 ―

1.  平成21年12月期第2四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年6月30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12月期第2四半期 5,372 29.5 △37 ― △128 ― △312 ―
20年12月期第2四半期 4,148 6.0 △688 ― △781 ― △397 ―

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12月期第2四半期 △22.51 ―
20年12月期第2四半期 △28.65 ―

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12月期第2四半期 12,546 1,054 5.8 52.74
20年12月期 13,238 1,362 7.9 75.08

（参考） 自己資本   21年12月期第2四半期  732百万円 20年12月期  1,041百万円

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12月期 ― ― ― 0.00 0.00
21年12月期 ― ―
21年12月期 

（予想）
― 0.00 0.00

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12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  
※ 当社は、平成20年７月３日付けで「子会社設立及び当該子会社、当社関連会社への業務委託の方針決定」に関する開示を行っております。陸上部門
の新設会社及び業務委託内容について実施時期等が未確定であるものの、平成21年内の実施に向けて作業中であります。この新設会社及び業務委託
の内容により、通期の業績に影響を与えることとなる見込みであります。この内容を入れ込まず、通期の業績予想数値を修正して開示することは、誤った
投資判断の基準となる可能性があること等から、通期の業績予想の修正は行っておりません。 
  なお、上記内容等を踏まえた予想数値が開示可能となった時点で速やかに開示いたします。 

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 12,275 14.3 852 ― 670 ― 539 ― 38.92
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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、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。 

(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．当社は、平成20年７月３日付けで「子会社設立及び当該子会社、当社関連会社への業務委託の方針決定」に関する開示を行っております。陸上部門
の新設会社及び業務委託内容について実施時期等が未確定であるものの平成21年内の実施に向けて作業中であります。この新設会社及び業務委託内
容により、通期の業績に影響を与えることとなる見込みであります。この内容を入れ込まず、通期の業績予想数値を修正して開示することは、誤った投資
判断の基準となる可能性があること等から、通期の業績予想数値の修正は行っておりません。 
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12月期第2四半期 13,930,902株 20年12月期  13,930,902株
② 期末自己株式数 21年12月期第2四半期  46,587株 20年12月期  63,953株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第2四半期 13,876,872株 20年12月期第2四半期 13,863,703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、６月に政府による「景気底打ち」宣言がなされたものの、企

業による設備投資は低迷し、雇用情勢も厳しく、消費の先行きも不透明感が強い中で推移しました。 

 このような状況のもと、第１四半期連結会計期間は佐渡観光にとって閑散期であることに加えて、直江津航路を

船舶整備に伴う冬期運休としたことから輸送量は低調に推移しました。更に、当社では経営改善計画に基づき船舶

運航等の業務委託を行う子会社の佐渡汽船シップマネジメント㈱を設立し、当社の海上部門の社員を同社へ転籍さ

せました。これ伴い退職金の支払いが発生しており、退職金確保のため固定資産を売却し売却益899,164千円を特

別利益に計上、退職給付費用および割増退職金として828,838千円を特別損失に計上しております。  

 当第２四半期連結会計期間は新型インフルエンザによる影響、ＮＨＫの大河ドラマ「天地人」に関連したイベン

トの開催や、本年３月末より始まった高速道路料金のＥＴＣ休日特別割引により他の観光地との競争力低下が懸念

される等、佐渡観光にとって厳しい状況となりました。そこで、当社では地元自治体と協力して本年５月末より土

曜・日曜・祝日出発限定の「本土発乗用車往復運賃割引」を実施し、マイカー利用による個人客の誘致に努めまし

た。その結果、団体客は前述の不安要素等により減少しましたが、マイカー利用による個人客は高速道路料金のＥ

ＴＣ休日特別割引との相乗効果もあって増加し、輸送量は堅調に推移しました。 

 また、当社グループでは前連結会計年度の第３四半期並びに期末において、新規連結子会社の取得を含む連結範

囲の見直しを行っていることから、当第２四半期連結累計期間の売上高は5,372,701千円(前年同期は4,148,623千

円)、営業損失は37,543千円(前年同期は688,595千円の営業損失)、経常損失は128,487千円(前年同期は781,121千

円の経常損失)、四半期純損失は312,325千円(前年同期は397,232千円の四半期純損失)となりました。 

  

 事業の種類別セグメントの業績は次の通りであります。なお、当社グループでは経営改善計画に基づきグループ

企業を合併させる等、業種別の集約化に取り組んでおります。そこで、当社グループにおける事業内容をより適切

に表示することを目的として、第１四半期連結会計期間より事業の種類別セグメントの区分を変更しております。

 当社グループの売上高は事業の性質上、第３四半期に著しく増加する傾向にあり季節的変動が顕著であります。

  

①海運業 

 当第２四半期連結累計期間の旅客輸送人員は733,665人(前年同期は737,617人)、自動車航送台数は乗用車換算で

103,603台(前年同期は97,737台)、貨物輸送トン数は58,731トン(前年同期は62,024トン)となりました。  

 当社は、本年３月に佐渡汽船シップマネジメント㈱と分社したため人件費を中心に費用の削減効果が出ているこ

とや、原油価格の下落で船舶燃料費が減少したことにより費用面では大幅な減少となっておりますが、本年４月～

６月期の燃料油価格変動調整金を２ゾーンに引き下げた(前年４月～６月期は３ゾーン)ことや、本年５月末より実

施している「本土発乗用車往復運賃割引」により、増収とまでは至りませんでした。 

 以上の結果、売上高は3,562,013千円、営業利益は52,368千円となりました。  

②一般貨物自動車運送業 

 当第２四半期連結累計期間においては、米の輸送やダンプの稼働、クレーン車のリース等は堅調に推移しました

が、当セグメントに属している佐渡汽船通運㈱が本年４月末に解散したことにより、５月以降その分だけ売上高が

減少しております。 

 以上の結果、売上高は1,004,225千円、営業損失は15,525千円となりました。 

③売店・飲食業 

 食堂部門は、第１四半期連結会計期間において閑散期の増収対策として苗場地区で行った営業が好調であったこ

と、また４月以降、新たに佐渡島内の道の駅の売店・食堂の営業を行っていることから売上高は増加しましたが、

売店部門は第２四半期連結会計期間の観光客の増加による売上高の増加があるものの、閑散期の不振の影響もあり

増収とまでは至らない状況でありました。また４月以降、新たに佐渡島内の道の駅で営業を行っている売店・食堂

の賃貸料等により費用も増加しております。  

 以上の結果、売上高は544,426千円、営業損失は38,935千円となりました。  

④観光業 

 旅行業においては合併により売上高、費用ともに増加しております。また、旅館業においても団体客の宿泊及び

食事利用が増加したことから売上高が増加しました。しかしながら、観光施設業においては個人観光客の入館者の

増加があったものの団体観光客の不振の影響が大きく、売上高は前年並みとなりました。 

 以上の結果、売上高は361,366千円、営業損失は82,460千円となりました。 

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
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⑤その他事業  

 建物サービス業においては一般事業所の清掃業務受注により売上高が増加しましたが、自動車整備業において整

備車両台数の減少及び整備単価の下落により売上高は減少しました。 

 以上の結果、売上高は238,616千円、営業利益は13,658千円となりました。 

  

  

(１) 資産、負債および純資産の状況 

 当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べて692,382千円減少し12,546,516千円となり

ました。これは、流動資産が109,738千円増加したこと及び固定資産が802,120千円減少したことによるものでありま

す。流動資産の増加は、季節的な要因により受取手形及び売掛金が増加したことが主な要因であり、固定資産の減少

は、船舶の売却を行ったこと及び減価償却の進行によるものであります。 

  負債合計は、前連結会計年度末に比べて385,108千円減少し11,491,667千円となりました。これは流動負債が

918,155千円増加したこと及び固定負債が1,303,263千円減少したことによるものであります。流動負債の増加は、１

年内返済予定の長期借入金は減少しましたが、季節的な要因により支払手形及び買掛金が増加したこと、短期借入金

が増加したことが主な要因であります。固定負債の減少は、返済の進行により長期借入金が減少したこと、提出会社

において分社を行った際に退職金の支払いが発生し退職給付引当金を取り崩したことが主な要因であります。 

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べて307,274千円減少し1,054,849千円となりました。これは、四半期純損失

の発生により利益剰余金が307,680千円減少したことが主な要因であります。 

  

(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連結ベースの現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、営業活動に

よる資金の減少が 千円、投資活動による資金の増加が 千円、財務活動による資金の増加が

千円となり、前連結会計年度末に比べ 千円増加し、当第２四半期連結累計期間末残高は 千

円となりました。各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は以下のとおりであります。 
  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動による資金の減少は 千円となりました。これは減価償却費が 千円で、分社化に伴う退職

金支払額が1,603,205 千円発生したことが主な要因であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動による資金の増加は 千円となりました。これは有形及び無形固定資産の売却による収入が

千円であったことが主な要因であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動による資金の増加は 千円となりました。これは長期借入金の返済による支出 千円発生し

たものの短期借入れによる収入が 千円、長期借入れによる収入が 千円あったことが主な要因でありま

す。 

  

 当社は、平成20年７月３日付けで「子会社設立及び当該子会社、当社関連会社への業務委託の方針決定」に関する

開示を行っております。  

 海上部門の新設会社及び業務委託に関しては完了しておりますが、陸上部門の新設会社及び業務委託内容について

実施時期等が未確定であるものの平成21年内の実施に向けて作業中であります。  

 この陸上部門の新設会社及び業務委託の内容により、通期の業績に影響を与えることとなる見込みであります。こ

の内容を入れ込まず、通期の業績予想の修正を開示することは、誤った投資判断の基準となる可能性があること等か

ら、通期の業績予想の修正を行っておりません。 

 なお、上記内容等を踏まえた予想数値が開示可能となった時点で速やかに開示いたします。  

  

 該当事項はありません。  

２．連結財政状態に関する定性的情報

1,166,073 1,214,976

188,452 237,355 1,205,082

1,166,073 514,542

1,214,976

1,225,799

188,452 1,576,307

959,000 937,500

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）
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① 固定資産の減価償却費の算定方法 

  固定資産の年度中の取得、売却及び除却等の見積もりを考慮した予定を策定しているため、当該予算に基づ

く年間償却予定額を期間按分しております。  

② 棚卸資産の評価方法 

  棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価格を見積もり、簿

価切下げを行う方法によっております。  

  

① 四半期財務諸表に関する会計基準  

  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 棚卸資産の評価基準及び評価方法の変更  

  棚卸資産については、従来、主として先入先出法による原価法によっておりましたが、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、主として先入先出法による原価法（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）により算出しております。 

  この結果、従来の方法によった場合と比べて、当第２四半期連結累計期間の税金等調整前四半期純損失が

12,866千円増加しております。  

（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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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６月30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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,707,472 1,776,946

受取手形及び売掛金 779,715 638,770

たな卸資産 688,730 691,062

その他 165,480 124,747

貸倒引当金 △3,405 △3,271

流動資産合計 3,337,992 3,228,254

固定資産   

有形固定資産   

船舶（純額） 2,039,079 2,574,694

建物（純額） 3,838,585 3,904,067

土地 1,914,824 1,914,824

その他（純額） 790,037 850,228

有形固定資産合計 8,582,525 9,243,813

無形固定資産   

のれん 186,438 317,287

その他 80,914 80,801

無形固定資産合計 267,352 398,088

投資その他の資産   

投資有価証券 171,641 175,919

破産更生債権等 617,097 594,767

長期前払費用 103,776 103,831

繰延税金資産 6,469 6,243

その他 76,761 81,989

貸倒引当金 △617,097 △594,006

投資その他の資産合計 358,647 368,743

固定資産合計 9,208,524 10,010,644

資産合計 12,546,516 13,238,898
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年６月30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12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 563,254 352,995

短期借入金 1,228,019 464,849

1年内返済予定の長期借入金 1,772,494 2,077,347

未払法人税等 30,733 20,740

賞与引当金 30,447 24,313

その他 811,387 577,935

流動負債合計 4,436,334 3,518,179

固定負債   

長期借入金 5,382,646 5,703,604

退職給付引当金 1,320,467 2,297,223

役員退職慰労引当金 28,665 29,804

特別修繕引当金 113,614 96,858

債務保証損失引当金 5,648 5,648

負ののれん 81,712 91,660

その他 122,581 133,799

固定負債合計 7,055,333 8,358,596

負債合計 11,491,667 11,876,775

純資産の部   

株主資本   

資本金 801,103 801,103

資本剰余金 638,960 638,960

利益剰余金 △660,784 △353,104

自己株式 △49,603 △50,483

株主資本合計 729,676 1,036,476

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,605 4,615

評価・換算差額等合計 2,605 4,615

少数株主持分 322,568 321,032

純資産合計 1,054,849 1,362,123

負債純資産合計 12,546,516 13,238,898
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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21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 5,372,701

売上原価 4,859,562

売上総利益 513,139

販売費及び一般管理費 550,682

営業損失（△） △37,543

営業外収益  

固定資産賃貸料 36,466

受取利息 1,755

受取配当金 3,844

その他 28,974

営業外収益合計 71,039

営業外費用  

支払利息 120,923

固定資産賃貸費用 21,344

持分法による投資損失 13,013

その他 6,703

営業外費用合計 161,983

経常損失（△） △128,487

特別利益  

前期損益修正益 7,162

固定資産売却益 911,520

補助金収入 26,315

その他 1,745

特別利益合計 946,742

特別損失  

固定資産売却損 12,907

減損損失 98,386

退職給付費用 532,540

割増退職金 409,632

貸倒引当金繰入額 17,879

たな卸資産評価損 12,866

その他 20,548

特別損失合計 1,104,758

税金等調整前四半期純損失（△） △286,503

法人税、住民税及び事業税 24,068

法人税等調整額 △237

法人税等合計 23,831

少数株主利益 1,991

四半期純損失（△） △312,325
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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21年１月１日 
 至 平成21年６月30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（△） △286,503

減価償却費 514,542

減損損失 98,386

貸倒引当金の増減額（△は減少） 23,225

持分変動損益（△は益） △717

持分法による投資損益（△は益） 13,013

受取利息及び受取配当金 △5,599

支払利息 120,923

売上債権の増減額（△は増加） △102,275

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,332

仕入債務の増減額（△は減少） 210,259

のれん償却額 22,515

退職給付費用 532,540

分社化に伴う割増退職金 296,298

補助金収入 △26,315

賞与引当金の増減額（△は減少） 6,134

退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は
減少）

△203,528

特別修繕引当金の増減額（△は減少） 16,756

投資有価証券評価損益（△は益） 2,929

関係会社株式売却損益（△は益） △884

有形及び無形固定資産売却損益（△は益） △898,613

有形及び無形固定資産除却損 14,476

未払消費税等の増減額（△は減少） 1,910

その他 152,067

小計 503,871

利息及び配当金の受取額 5,599

利息の支払額 △124,057

法人税等の支払額 △14,075

分社化に伴う退職金支払額 △1,603,205

補助金の受取額 65,794

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,166,073
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（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の取得による支出 △1,250

投資有価証券の売却による収入 200

関係会社株式の売却による収入 30

有形及び無形固定資産の取得による支出 △171,848

有形及び無形固定資産の売却による収入 1,225,799

定期預金の預入による支出 △394,193

定期預金の払戻による収入 701,022

短期貸付けによる支出 △100,000

短期貸付金の回収による収入 7,998

長期貸付けによる支出 △200

長期貸付金の回収による収入 10,472

その他 △63,054

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,214,976

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 959,000

短期借入金の返済による支出 △135,830

長期借入れによる収入 937,500

長期借入金の返済による支出 △1,576,307

自己株式の取得による支出 △17

自己株式の売却による収入 4,106

財務活動によるキャッシュ・フロー 188,452

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 237,355

現金及び現金同等物の期首残高 967,727

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,205,082
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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21年１月１日 至 平成21年６月30日） 

  

 （注）１ 事業区分の方法 

事業区分は、役務の種類・性質及び類似性を考慮して区分しております。 

  

２ 事業区分の変更 

 当社グループ企業における業種別の集約化及び効率化への取り組みに伴い、当社グループにおける事業内

容をより適切に表示することを目的として、第１四半期連結会計期間より事業の種類別セグメントの区分を

変更しております。 

 これにより、従来「その他事業」に含めていた「旅館業」と、区分表示していた「観光施設業」、「旅行

業」を統合することにより「観光業」とし、「その他事業」に含めていた「売店・飲食業」を区分表示する

ことに変更しました。 

なお、従来の事業区分によった場合の事業の種類別セグメント情報は以下のとおりであります。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日） 

  

３ 各事業区分の事業内容 

（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〕

  海運業
（千円） 

一般貨物 
自動車 
運送業 

（千円） 

売店・
飲食業 

（千円） 

観光業
（千円） 

その他
事業 

（千円） 

計
（千円） 

消去又は 
全社 

（千円） 

連結
（千円） 

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  3,560,718  927,460 534,426 254,062 96,035 5,372,701 ― 5,372,701

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 1,295  76,765 10,000 107,304 142,581 337,945 (337,945) ―

計  3,562,013  1,004,225 544,426 361,366 238,616 5,710,646 (337,945) 5,372,701

営業利益又は営業損失（△）  52,368  △15,525 △38,935 △82,460 13,658 △70,894  33,351 △37,543

  海運業
（千円） 

一般貨物 
自動車 
運送業 

（千円） 

観光
施設業 

（千円） 

旅行業
（千円） 

その他
事業 

（千円） 

計
（千円） 

消去又は 
全社 

（千円） 

連結
（千円） 

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  3,560,718  927,460 123,572 111,165 649,786 5,372,701 ― 5,372,701

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 1,295  76,765 1,667 102,849 132,066 314,642 (314,642) ―

計  3,562,013  1,004,225 125,239 214,014 781,852 5,687,343 (314,642) 5,372,701

営業利益又は営業損失（△）  52,368  △15,525 △21,861 △53,210 △32,652 △70,880  33,337 △37,543

事業区分 事業の内容 

海運業 沿海海運業、船舶管理業 

一般貨物自動車運送業 一般貨物自動車運送業 

売店・飲食業 売店・飲食業 

観光業 旅行業、観光施設業、旅館業 

その他事業 建物サービス業、情報処理・提供サービス業、不動産賃貸業、自動車整備業 
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 当第２四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日）において、在外連結子会社及び

在外支店がないため該当事項はありません。 

  

 当第２四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日）において、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。 

  

〔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
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