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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 2,836 △0.7 62 △57.8 98 △29.7 △15 ―

20年12月期第2四半期 2,855 5.5 149 △22.2 140 △20.0 7 △72.1

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 △468.89 ―

20年12月期第2四半期 223.73 ―

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 3,459 2,296 66.0 70,275.00
20年12月期 3,989 2,372 59.1 71,912.20

（参考） 自己資本   21年12月期第2四半期  2,282百万円 20年12月期  2,358百万円

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 ― 800.00 ― 1,200.00 2,000.00

21年12月期 ― 800.00

21年12月期 
（予想）

― 1,200.00 2,000.00

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  
 

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 6,190 1.0 359 △29.6 332 △33.8 36 △75.0 1,103.68
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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  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、４ページ「定性的情報・財務諸表等 ４.その他」をご覧下さい。 

(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 

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結果となる可能性があります。 

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 34,005株 20年12月期  34,005株

② 期末自己株式数 21年12月期第2四半期  1,520株 20年12月期  1,020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 32,894株 20年12月期第2四半期 33,953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、金融危機に端を発した世界的な景気低迷による企業収益の大幅

な減少、個人消費の減退など、依然として厳しい経営環境にあります。当第２四半期連結会計期間末時点において

は、景気の下げ止まりの兆しは現われてきているものの、本格的な景気回復への道のりは、いまだ不透明でありま

す。 

当社グループの主要顧客である大手製造業におきましても、こうした経営環境の悪化により業績が低迷しており、

開発ならびに設備に関わる投資の削減や延期等の見直し、生産調整などが行われており、当社グループにおいても少

なからぬ影響を受けました。 

当社グループは、世界的に高い競争力を誇る日本の情報家電産業、産業設備・工作機械産業、自動車産業などに代

表される「ものづくり企業」に対するＩＴ関連サービスに特化し、ドキュメンテーション事業、エンジニアリング事

業、システムの開発・運用などを展開しております。 

当第２四半期連結累計期間におきましても、当社グループでは従前に引き続き、「ものづくり企業」へのサポート

体制を強化し、当社グループが有する高い技術力を提供することで、顧客企業の多様化かつ高度化する要望に、的確

に応えてまいりました。 

また、従来の枠にとらわれないユニークかつ高付加価値サービスの提供による独自路線の確立、優位的地位の確保

を図ることで、“既存顧客の囲い込み”“新規顧客の獲得”および“新規事業の展開”を推進し、さらには事業領域

の拡大を図るため、昨年子会社化した株式会社バイナスおよびフランスのSAS SB Traductionとのシナジーをより一層

高める経営を推進してまいりました。 

しかし、顧客企業の業績低迷による新規開発や設備投資の見送りや延期、技術者派遣の需要減退などの影響を受け

た結果、当社グループの当第２四半期連結累計期間の業績は、連結売上高2,836百万円（前年同期比0.7％減）、営業

利益62百万円（同57.8％減）、経常利益98百万円（同29.7％減）、税金等調整前四半期純利益104百万円（同25.3％

減）、四半期純損失15百万円（前年同期は純利益７百万円）となりました。 

なお、のれん償却額167百万円が販売費及び一般管理費に含まれており、当該のれん償却額は税務上の損金とならな

いことから、税金費用が税金等調整前四半期純利益の額を上回っております。 

  事業別の業績は、次のとおりであります。（各セグメントの売上高は、セグメント間の内部売上高又は振替高を含み

ます。） 

  

（ドキュメンテーション事業） 

  ドキュメンテーション事業におきましては、WEBコンテンツやＣＧアニメを用いた次世代技術資料の作成、高品質ド

キュメントの短納期化といった高付加価値および独自性のある提案に注力し、特徴ある技術による差別化を図ること

で、新規顧客を獲得し、既存顧客の囲い込みも進めてきましたが、顧客企業の新規の開発の見送りや延期などの影響

を受け、売上高は934百万円（前年同期比7.5％減）、営業利益は269百万円（同21.4％減）となりました。 

  

（エンジニアリング事業） 

  エンジニアリング事業におきましては、株式会社バイナスをグループに加えたことにより、売上高は559百万円（前

年同期比37.8％増）と、大幅に増加しました。しかしながら顧客企業における設備関連投資の低下、技術者派遣の需

要減退による稼働時間の減少などにより、利益率は低迷し、営業利益は１百万円（同98.1％減）にとどまりました。 

  

（技術システム開発事業） 

  技術システム開発事業におきましては、“強固な基盤の構築”を重点施策に掲げ、既存事業の効率化、売上と利益の

バランスの取れた事業拡大を進め、持続的な成長を目指してまいりました。また、事業の選択と集中、付加価値向上

による利益率改善、組織体制の整備を進めてきた結果、売上高は1,407百万円（前年同期比4.7％減）となりました

が、作業の効率化、間接時間の削減などの利益率向上を図った結果、営業損失は３百万円（前年同期は営業損失14百

万円）と大きく改善いたしました。 

なお、技術システム開発事業の営業利益が当社グループの他事業と比して著しく低くなっているのは、「のれん償却

額」161百万円が営業費用の中に含まれていることによります。 

  

  

（１）資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

当第２四半期連結会計期間末の資産は、前連結会計年度末より529百万円減少し、3,459百万となりました。その主

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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な要因は、現金及び預金は65百万円増加しているものの、受取手形及び売掛金の減少が424百万円、償却によるの

れんの減少が167百万あったことによります。 

なお、受取手形及び売掛金の減少は売上債権の回収によるものであり、のれんの償却も当社の会計方針に則った均

等償却を行った結果であります。 

（負債） 

負債は前連結会計年度末より454百万円減少し、1,163百万円となりました。主な要因は、支払手形及び買掛金の減

少140百万円、返済による短期借入金の減少165百万円、法人税等の納付による未払法人税等の減少92百万円等があっ

たことによります。 

（純資産） 

純資産は、当第２四半期累計会計期間で純損失15百万円を計上したこと、配当金として39百万円を支払ったこと、

自己株式の取得に24百万円を充てたことにより、前連結会計年度末より75百万円減少し、2,296百万円となりまし

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及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末より65

百万円増加し、681百万円となりました。 

（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いて営業活動によって獲得した資金は310百万円となりました。主な要因は、税金

等調整前四半期純利益104百万円の計上、のれん償却額167百万円、売上債権の減少425百万円等の資金の増加があっ

た一方、資金の減少として仕入債務の減少141百万円、法人税等の支払額200百万円等があったことによります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動では、主に投資有価証券の取得22百万円、投資有価証券の売却13百万円といった活動により、10百万円の

資金を要しました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動では235百万円の資金を要しました。これは、短期借入金の返済に165百万円、自己株式の取得に24百万

円、配当金の支払に45百万円を要したことによります。 

  

  

平成21年12月期の業績予想については、平成21年２月13日付決算短信で発表いたしました当初の業績予想数値に変更

はありません。 

  

  

当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。  

  

  

① 簡便な会計処理 

  重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

  

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

  該当事項はありません。  

  

  

① 四半期財務諸表に関する会計基準等の適用 

 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。なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表 

等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50 

号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の「四半期財務諸表規則」を適用しております。 

  

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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② リース取引に関する会計基準等の適用 

 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 

ができるようになったことに伴い、当第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。 

 これによる損益への影響はありません。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通 

常の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す。 

  

③ 重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

 たな卸資産については、従来、原価法を採用しておりましたが、当第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、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の切下げの方法）により算定しております。 

   これによる損益に与える影響は軽微であります。 
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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 699,499 633,622

受取手形及び売掛金 1,143,064 1,567,586

商品及び製品 15,192 39,934

仕掛品 138,279 132,535

原材料及び貯蔵品 33,350 21,948

その他 220,745 193,925

貸倒引当金 △35 －

流動資産合計 2,250,097 2,589,552

固定資産   

有形固定資産 331,405 346,306

無形固定資産   

のれん 584,033 751,094

その他 86,753 106,625

無形固定資産合計 670,787 857,720

投資その他の資産   

その他 218,033 206,621

貸倒引当金 △10,780 △10,780

投資その他の資産合計 207,253 195,841

固定資産合計 1,209,446 1,399,867

資産合計 3,459,543 3,989,420

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 74,687 215,645

短期借入金 300,000 465,000

未払法人税等 85,195 177,860

賞与引当金 94,392 106,215

未払金 231,460 296,245

その他 257,541 233,562

流動負債合計 1,043,276 1,494,529

固定負債   

退職給付引当金 119,759 105,921

その他 － 16,945

固定負債合計 119,759 122,866

負債合計 1,163,035 1,617,396
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 893,682 893,682

資本剰余金 848,682 848,682

利益剰余金 604,173 659,179

自己株式 △69,436 △44,932

株主資本合計 2,277,101 2,356,610

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,931 1,587

為替換算調整勘定 851 －

評価・換算差額等合計 5,782 1,587

少数株主持分 13,624 13,826

純資産合計 2,296,507 2,372,023

負債純資産合計 3,459,543 3,989,420
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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 2,836,243

売上原価 2,051,275

売上総利益 784,968

販売費及び一般管理費 722,026

営業利益 62,941

営業外収益  

受取利息 585

受取配当金 128

為替差益 1,463

雇用調整助成金 40,107

その他営業外収益 1,070

営業外収益合計 43,355

営業外費用  

支払利息 1,806

支払融資手数料 4,074

その他営業外費用 1,452

営業外費用合計 7,333

経常利益 98,963

特別利益  

投資有価証券売却益 5,246

特別利益合計 5,246

特別損失  

固定資産除却損 67

特別損失合計 67

税金等調整前四半期純利益 104,142

法人税、住民税及び事業税 108,339

法人税等調整額 12,246

法人税等合計 120,585

少数株主損失（△） △1,019

四半期純損失（△） △15,423
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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利益 104,142

減価償却費 36,322

長期前払費用償却額 237

のれん償却額 167,061

賞与引当金の増減額（△は減少） △11,823

退職給付引当金の増減額（△は減少） 13,838

受取利息及び受取配当金 △714

支払利息 1,806

投資有価証券売却損益（△は益） △5,246

固定資産除却損 67

売上債権の増減額（△は増加） 425,208

たな卸資産の増減額（△は増加） 7,595

その他流動資産の増減額（△は増加） △33,686

仕入債務の増減額（△は減少） △141,486

その他流動負債の増減額（△は減少） △7,322

その他固定負債の増減額（△は減少） △16,945

未払消費税等の増減額（△は減少） △27,003

小計 512,050

利息及び配当金の受取額 702

利息の支払額 △1,658

法人税等の支払額 △200,821

営業活動によるキャッシュ・フロー 310,272

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 △24,000

定期預金の払戻による収入 24,000

有形固定資産の取得による支出 △3,477

投資有価証券の取得による支出 △22,856

投資有価証券の売却による収入 13,586

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△1,035

その他 2,924

投資活動によるキャッシュ・フロー △10,858

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） △165,000

自己株式の取得による支出 △24,503

配当金の支払額 △45,845

財務活動によるキャッシュ・フロー △235,348

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,811

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 65,876

現金及び現金同等物の期首残高 615,622

現金及び現金同等物の四半期末残高 681,499
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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 

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

(1）技術システム開発事業 

自動車開発部門等における技術システムの開発・運用 

(2）エンジニアリング事業 

設計支援、解析支援、設計ＣＡＤ支援、生産技術支援、ロボット・システムの製造、ＦＡエンジニアリン

グ  

(3）ドキュメンテーション事業 

取扱説明書、パーツガイド、整備解説書、Ｗｅｂコンテンツ、ＣＧアニメーション、ｅラーニング、技術

プレゼン資料、多言語翻訳 

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） 

「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」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、セグメント情報に与える影響は軽微であります。  

  

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） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高に占める割合が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。 

  

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） 

 海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

（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〕

  
技術システ
ム開発事業 
（千円） 

エンジニア
リング事業 
（千円） 

ドキュメン
テーション 
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  1,399,247  536,848  900,147  2,836,243  －  2,836,243

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 7,979  22,925  33,940  64,844 ( )64,844  －

計  1,407,226  559,774  934,088  2,901,088 ( )64,844  2,836,243

営業利益（又は営業損失） ( )3,112  1,710  269,305  267,904 ( )204,962  62,941

〔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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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）中間連結損益計算書 

   前第２四半期連結累計期間（自 平成20年１月1日 至 平成20年６月30日）  

  

  
前中間連結会計期間

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日）

区分 金額（千円）

Ⅰ 売上高        2,855,634

Ⅱ 売上原価        1,999,726

売上総利益        855,907

Ⅲ 販売費及び一般管理費        706,659

営業利益        149,248

Ⅳ 営業外収益            

１．受取利息  834      

２．受取配当金  27      

３．受取事務手数料  296      

４．確定拠出年金返還金  351      

５．その他の営業外収益  361  1,871

Ⅴ 営業外費用            

１．支払利息  2,507      

２．支払融資手数料  3,989      

３．株式交付費  1,141      

４．為替差損  1,501      

５．その他の営業外費用  1,255  10,395

経常利益        140,724

Ⅵ 特別利益            

１．固定資産売却益  159  159

Ⅶ 特別損失            

１．固定資産除却損  120      

２．投資有価証券評価損  1,260  1,380

税金等調整前中間純利益        139,503

法人税、住民税及び事業税  120,293      

法人税等調整額  11,613  131,906

中間純利益        7,596
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     前第２四半期連結累計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年６月30日）  

  

（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20年１月１日 
至 平成20年６月30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  139,503

減価償却費  38,776

長期前払費用償却額  280

のれん償却額  161,883

賞与引当金の増減額（△は減少）   5,843

退職給付引当金の増減額（△は減少）  8,799

受取利息及び受取配当金  △861

支払利息   2,507

固定資産除却損   120

株式交付費   1,141

売上債権の増減額（△は増加）   24,529

たな卸資産の増減額（△は増加）  △98,173

その他流動資産の増減額（△は増加） △18,785

仕入債務の増減額（△は減少） △46,424

その他流動負債の増減額（△は減少）  33,683

その他固定負債の増減額（△は減少） △18,563

未払消費税等の増減額（△は減少） △28,633

その他   1,100

小計  206,725

利息及び配当金の受取額   861

利息の支払額  △2,729

法人税等の支払額  △235,522

営業活動によるキャッシュ・フロー △30,664
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前中間連結会計期間

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日） 

区分 金額（千円）

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  △24,000

定期預金の払戻による収入   24,000

有形固定資産の取得による支出  △18,427

有形固定資産の売却による収入   726

無形固定資産の取得による支出  △14,916

長期前払費用の取得による支出  △1,165

その他  △13,481

投資活動によるキャッシュ・フロー △47,264

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入金の純増減額  30,000

社債の償還による支出  △50,000

株式の発行による収入  48,947

配当金の支払額  △39,004

財務活動によるキャッシュ・フロー △10,057

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（△は減
少） 

△87,985

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  686,976

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高  598,990
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前中間連結会計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年６月30日） 

 （注） １．事業区分の方法 

       事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

     ２．各区分に属する主要な製品 

      (１)技術システム開発事業 

        自動車開発部門等における技術システムの開発・運用 

      (２)エンジニアリング事業 

        設計支援、解析支援、設計ＣＡＤ支援、生産技術支援 

      (３)ドキュメンテーション事業 

        取扱説明書、パーツガイド、整備解説書、ＷＥＢコンテンツ、ＣＧアニメーション、ｅラーニング、 

        技術プレゼン資料、多言語翻訳 

     ３．営業費用のうち「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は270,891千円であり、その主 

       な内容は、提出会社の管理部門等に係る費用であります。  

  

前中間連結会計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年６月30日） 

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

   

前中間連結会計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日） 

海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、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〕

  
技術システム
開発事業 
（千円） 

エンジニアリ
ング事業 
（千円） 

ドキュメンテ
ーション事業
（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  1,463,749  385,991  1,005,892  2,855,634  －  2,855,634

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 12,860  19,996  4,840  37,696 (37,696)  －

計  1,476,609  405,988  1,010,733  2,893,330 (37,696)  2,855,634

営業費用  1,491,439  314,917  667,722  2,474,079  232,305  2,706,385

営業利益（又は営業損失） (14,830)  91,070  343,010  419,250 (270,002)  149,248

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕
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