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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4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 ％

22年3月期第1四半期 12,272 △10.2 121 100.0 91 16.8 53 20.8
21年3月期第1四半期 13,678 ― 60 ― 78 ― 44 ―

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

22年3月期第1四半期 0.23 ―
21年3月期第1四半期 0.19 ―

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

22年3月期第1四半期 60,169 37,645 62.5 165.17
21年3月期 59,984 37,740 62.9 165.58

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  37,645百万円 21年3月期  37,740百万円

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  有  
22年3月期の期末配当予想につきましては、現時点において未定であります。（「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」欄をご参照下さ
い。） 

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

21年3月期 ― 2.50 ― 1.25 3.75
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
1.25 ― ― ―

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間 26,200 △5.4 430 500.8 350 ― 70 ― 0.30

通期 52,600 △2.9 1,250 ― 1,100 ― 350 ― 1.53



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）  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。 

(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．平成21年５月15日発表の連結業績予想を修正しておりません。上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したもので
あり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。尚、上記予想に関する事項は、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覧下さい。 
２．平成22年３月期の期末配当予想につきましては、事業環境の先行きが不透明であることから、現時点では未定とさせていただきます。今後の業績等を
総合的に勘案いたしました上で、可能な限り早期に開示する予定であります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 1社 （社名
フランスベッドメディカルサービス株
式会社

）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 239,487,500株 21年3月期  239,487,500株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  11,569,560株 21年3月期  11,566,494株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 227,918,754株 21年3月期第1四半期 229,443,830株



 当第１四半期連結累計期間（以下「当期」という。）におけるわが国経済は、世界的な景気後退の影響を受け、企

業業績の鈍化、雇用や所得環境の悪化などに伴う個人消費の低迷から依然として厳しい状況が続いております。 

 このような経済環境の中、連結子会社であるフランスベッド株式会社は、平成21年４月１日をもって連結子会社で

あったフランスベッドメディカルサービス株式会社と合併をいたしました。将来性の見込まれる介護福祉用具事業に

経営資源を集中し収益力の強化を図る一方、市場環境の厳しい家具インテリア健康事業においては、効率的な業務体

制を構築し収益力を回復させる事を目指し、現在様々な経営施策に取り組んでおります。また、それぞれの事業が持

っている商品や販路、販売ノウハウ等を共有化することで、合併効果を活かした新たな事業等への取り組みも図って

おります。  

 このような状況のもと、当社グループの当期における業績は、売上高は12,272百万円（前年同四半期比10.2％

減）、営業利益は121百万円（前年同四半期比100.0％増）となりました。 

 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。 

（家具インテリア健康事業） 

 家具インテリア健康事業の経営環境は、昨年末からの景気低迷で家具全般の需要は一層冷え込み、近年ではイン

ターネットの普及による通信販売の拡大、大量生産による安価な輸入家具の急増、大型家具店舗の進出による中小

販売店の減少など、国内家具メーカーを取り巻く事業環境は厳しいものになっております。また、大型家具店や量

販店などは輸入商品を中心とした値下げ販売が激化しており、国内生産品においても販売価格を下げざるを得ず、

利益を確保することが非常に困難な状況となっております。 

 このような環境下、「安心・安全・日本製」を前面に打ち出し、消費者に対し安心して使用いただける付加価値

の高い国内生産品を提供すると共に輸入商品との差別化を図る目的として販促活動を続けて参りました。既に昨年

発売したお客様一人ひとりに合った 適なタイプを選べるマットレス「ライフトリートメントマットレスシリー

ズ」やシックハウス対策商品として打ち出した、低ホルムアルデヒド社内安全基準「Ｆ☆☆☆☆（エフ・フォース

ター）」仕様のベッドフレームなどアイテム数の増加を図り、強力に促進を図っております。更に、機能商品であ

る電動リクライニングベッドにおいては、快適な眠りのための機能に加え、安全対策機能とデザイン性を兼ね備え

た新商品「システムファルドシリーズ」を発売し、企画等を利用した積極的な拡販を進めております。 

 一方、前述のような値下げ競争による低価格品の売上構成比の増加は今後も更に加速傾向にあり、利益を大幅に

減少させるものであります。拠って、低価格商品に関しては、更なる商品開発努力を行うと共に販売方法等により

付帯コストの削減を図り、低粗利でも確実に利益の確保できる体制を構築して参ります。 

 また、合併に伴いレンタルやリサイクルなどの新たな販売ノウハウの共有化を図り、当セグメント商品を用いた

新規事業や新規販路の開拓に着手し、新たな売上の確保を推進しております。 

 当事業は、依然として消費低迷による減収傾向が継続するものと考え、当面はコスト削減を中心とする体質改善

を進め収益の回復を図って参ります。 

 以上の結果、家具インテリア健康事業の売上高は5,384百万円（前年同四半期比19.8％減）、営業損失330百万円

（前年同四半期は営業損失254百万円）となりました。 

（介護福祉用具事業） 

 介護福祉用具事業においては、合併に伴う介護福祉用具事業を担う子会社の社名変更、居宅サービス事業者の新

規指定、利用者等への告知等の手続き面において大きな混乱もなく完了し、新体制により順調にスタートいたしま

した。 

 当事業における今年度の大きな課題は、手すりの挟み込み等のリスク軽減、安全性の向上を目的に本年３月に開

示された家庭用電動介護ベッド（特殊寝台）のＪＩＳ規格の改定への対応となります。このため、新ＪＩＳ規格に

対応した商品の開発を進め、５月末に３機種について新ＪＩＳ規格の認証を取得し、６月から取扱いを開始いたし

ました。これに伴い全国において介護支援専門員や代理店を対象に研修会、商品説明会を開催し、新商品のレンタ

ルと販売取引の拡大に注力しております。 

 また、前年度に引き続き「車いす」、「手すり」及び「スロープ」等の移動関連用具の拡販によるレンタル売上

の拡大、合併に伴うメーカー機能の活用による商品販売取引の拡大に注力いたしました。 

 他方、施設等の法人向けの商品販売、住宅改修においては、前期第３四半期後半からの設備投資見直しや支出抑

制による影響により大型案件取引の減少傾向が続いております。 

 なお、本年４月に練馬営業所、六本木営業所（東京都）、西宮営業所（兵庫県）及び同営業所に併設の阪神サー

ビスセンターの新設による営業及び物流拠点の整備や従業員の資質向上によるサービスの質の向上に努めてまいり

ました。 

 以上の結果、介護福祉用具事業の売上高は5,793百万円（前年同四半期比2.8％増）、営業利益は389百万円（前

年同四半期比45.6％増）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



（不動産賃貸事業） 

 当社グループでは、グループ各社が保有する不動産を各社の事業展開に応じて利用しておりますが、一部の不動

産につきましては外部に賃貸を行っており、この外部顧客に対する売上高は35百万円（前年同四半期比5.6％減）

となりました。また、営業利益につきましては、セグメント間の内部売上高に対する利益も含めまして31百万円

（前年同四半期比51.1％減）となりました。 

（その他事業） 

 その他事業は主に、戸別訪問販売事業と日用品雑貨販売事業の２つの事業を展開しており、両事業とも景気減速

の影響を受け非常に厳しい状況となっております。特に戸別訪問販売事業においては、個品割賦における規制の影

響を受け減収が続いていることもあり、当期は売上の確保と共に経費の削減に努めて参りました。 

 以上の結果、その他事業の売上高は1,059百万円（前年同四半期比17.9％減）、営業損失９百万円（前年同四半

期は営業損失45百万円）となりました。 

  

（１）資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末（以下「前期末」という。）と比較して185百万

円増加し60,169百万円となりました。流動資産は前期末と比較して1,189百万円増加し33,456百万円となりまし

た。主な増減として、増加については現金及び預金2,865百万円などであり、減少については受取手形及び売掛

金770百万円、有価証券800百万円、たな卸資産324百万円などであります。固定資産は前期末と比較して1,002百

万円減少し26,693百万円となりました。主な要因は１年基準（ワンイヤールール）適用となる定期預金の流動資

産への振替などによるものであります。 

 負債は、前期末と比較して280百万円増加し22,524百万円となりました。主な増加については、支払手形及び

買掛金148百万円、リース債務159百万円などであります。 

 純資産は、前期末と比較して95百万円減少し、37,645百万円となりました。主な増減として、増加については

当期純利益53百万円や保有有価証券の時価上昇によるその他有価証券評価差額金141百万円などであり、減少に

ついては剰余金の配当284百万などによるものであります。 

 以上の結果、自己資本比率は、前期末の62.9％から62.5％に減少いたしました。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結会計期間のキャッシュ・フローの状況は、現金及び現金同等物残高が前連結会計年度末と比

較して1,161百万円増加し11,304百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況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） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、1,742百万円の収入（前年同四半期は1,244百万円の収入）となりま

した。主な要因は、法人税等の支払額429百万円などの支出に対し、税金等調整前四半期純利益98百万円、非

資金項目である減価償却費622百万円などの計上、及び売上債権の減少771百万円、たな卸資産の減少330百万

円などの収入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） 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、511百万円の支出（前年同四半期は559百万円の支出）となりまし

た。主な要因は、有形固定資産の取得792百万円などの支出に対し、定期預金払戻収入309百万円などの収入に

よるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、71百万円の支出（前年同四半期は630百万円の支出）となりまし

た。主な要因は、ファイナンス・リース債務の返済138百万円、配当金の支払額249百万円などの支出に対し、

リースバックによる収入317百万円などによるものであります。 

  

 現時点における業績予想につきましては、第２四半期連結累計期間、通期ともに平成21年５月15日に発表いたしま

した予想に変更はありません。  

  

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報



 前連結会計年度において連結子会社であったフランスベッドメディカルサービス㈱は、平成21年４月１日付で

連結子会社であるフランスベッド㈱に吸収合併されたため、連結の範囲から除外しております。 

  

１．簡便な会計処理  

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認

められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

② 棚卸資産の評価方法 

 当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度の実地棚卸

高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

 また、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額を見積

り、簿価切下げを行う方法によっております。 

③ 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の

発生状況に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測やタ

ックス・プランニングを利用する方法によっております。 

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。  

  

（前期損益修正損益に係る会計処理方法の変更） 

 従来、賞与引当金の前期計上額と当期の賞与の実支給額との差額など見積り誤差については、前期損益修正

損益として特別損益に計上しておりましたが、当第１四半期連結会計期間より、経常損益計算に含めて処理す

る方法に変更しております。 

 これは、平成21年４月１日に当社の重要な連結子会社であるフランスベッド㈱とフランスベッドメディカル

サービス㈱が合併したことを契機に種々の会計処理の方法を見直した結果、見積り誤差については当該処理方

法を採用することにより、財務諸表の明瞭性が高まり、また、他社との比較可能性も向上するものと考えられ

るため、当該処理方法に変更することといたしました。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べ、当第１四半期連結累計期間の売上総利益は20百万円、営業利益

は146百万円、経常利益は144百万円それぞれ増加しておりますが、税金等調整前四半期純利益に与える影響は

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。  

  

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



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,848 7,983

受取手形及び売掛金 9,333 10,103

有価証券 1,698 2,499

商品及び製品 7,401 7,673

仕掛品 172 173

原材料及び貯蔵品 1,795 1,847

その他 2,258 2,039

貸倒引当金 △52 △53

流動資産合計 33,456 32,266

固定資産   

有形固定資産   

土地 6,512 6,523

その他（純額） 9,356 9,077

有形固定資産合計 15,869 15,600

無形固定資産 436 472

投資その他の資産 10,387 11,623

固定資産合計 26,693 27,696

繰延資産 19 21

資産合計 60,169 59,984

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,145 4,996

ファクタリング未払金 1,177 1,262

短期借入金 5,286 5,283

未払法人税等 46 353

引当金 735 1,402

その他 4,372 3,227

流動負債合計 16,764 16,526

固定負債   

社債 1,550 1,550

長期借入金 450 450

退職給付引当金 2,235 2,250

その他の引当金 415 411

その他 1,108 1,055

固定負債合計 5,759 5,717

負債合計 22,524 22,243



（単位：百万円）

当第１四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21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,000 3,000

資本剰余金 5,116 5,116

利益剰余金 32,591 32,823

自己株式 △3,151 △3,150

株主資本合計 37,557 37,789

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 29 △112

繰延ヘッジ損益 8 △0

為替換算調整勘定 50 63

評価・換算差額等合計 88 △48

純資産合計 37,645 37,740

負債純資産合計 60,169 59,984



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 13,678 12,272

売上原価 7,705 6,815

売上総利益 5,972 5,457

販売費及び一般管理費 5,911 5,335

営業利益 60 121

営業外収益   

受取利息 10 2

受取配当金 8 10

為替差益 － 21

生命保険配当金 33 －

その他 28 22

営業外収益合計 81 56

営業外費用   

支払利息 25 32

売上割引 15 －

その他 23 55

営業外費用合計 64 87

経常利益 78 91

特別利益   

前期損益修正益 36 3

固定資産売却益 5 9

受取補償金 111 －

特別利益合計 154 12

特別損失   

前期損益修正損 3 0

固定資産売却損 － 0

固定資産除却損 7 4

投資有価証券評価損 2 －

たな卸資産評価損 31 －

特別損失合計 45 4

税金等調整前四半期純利益 187 98

法人税、住民税及び事業税 13 25

法人税等調整額 129 19

法人税等合計 142 45

四半期純利益 44 53



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４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 187 98

減価償却費 460 622

固定資産売却損益（△は益） △5 △9

固定資産除却損 7 4

投資有価証券評価損益（△は益） 2 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △12 △0

賞与引当金の増減額（△は減少） △650 △584

退職給付引当金の増減額（△は減少） △132 △15

前払年金費用の増減額（△は増加） － 65

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △96 4

その他の引当金の増減額（△は減少） △41 △81

受取利息及び受取配当金 △18 △13

支払利息 25 32

売上債権の増減額（△は増加） 970 771

たな卸資産の増減額（△は増加） △264 330

仕入債務の増減額（△は減少） △138 144

ファクタリング未払金の増減額（△は減少） 133 △85

未払費用の増減額（△は減少） 1,296 872

その他 △14 30

小計 1,708 2,185

利息及び配当金の受取額 20 14

利息の支払額 △25 △27

法人税等の支払額 △458 △429

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,244 1,742

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 △3 △12

定期預金の払戻による収入 6 309

有形固定資産の取得による支出 △340 △792

有形固定資産の売却による収入 6 21

投資有価証券の取得による支出 △199 △0

貸付けによる支出 △4 △0

貸付金の回収による収入 3 1

その他 △27 △37

投資活動によるキャッシュ・フロー △559 △511



（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 △100 －

長期借入金の返済による支出 △23 －

セール・アンド・リースバックによる収入 － 317

リース債務の返済による支出 － △138

自己株式の売却による収入 0 －

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △500 △249

その他 △6 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △630 △71

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 53 1,161

現金及び現金同等物の期首残高 9,645 10,142

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,698 11,304



 該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

 （注）１．事業の種類の区分方法 

事業は製商品の種類、性質、販売市場及び販売形態の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分の主な製商品及び事業の内容 

(1）家具インテリア健康事業…ベッド・家具類・寝装品等の製造・仕入及び卸売 

(2）介護福祉用具事業…………療養ベッド・福祉用具・リネン等の製造・仕入、レンタル・小売及び卸売 

(3) 不動産賃貸事業……………不動産の賃貸 

(4）その他事業…………………装身具・日用品雑貨・健康機器等の仕入及び小売、広告・展示会設営 

３．事業の種類別セグメント名称の変更 

当第１四半期連結会計期間より、従来の「家具インテリア事業」を「家具インテリア健康事業」に名称変更

しております。 

なお、変更は名称のみでありますので、これによるセグメント情報に与える影響はありません。 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 （注）１．事業の種類の区分方法 

事業は製商品の種類、性質、販売市場及び販売形態の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分の主な製商品及び事業の内容 

(1）家具インテリア健康事業…ベッド・家具類・寝装品等の製造・仕入及び卸売 

(2）介護福祉用具事業…………療養ベッド・福祉用具・リネン等の製造・仕入、レンタル・小売及び卸売 

(3) 不動産賃貸事業……………不動産の賃貸 

(4）その他事業…………………装身具・日用品雑貨・健康機器等の仕入及び小売、広告・展示会設営 

３．会計処理の方法の変更 

（前期損益修正損益に係る会計処理方法の変更） 

 「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、当第１四

半期連結会計期間より、賞与引当金の前期計上額と当期の賞与の実支給額との差額など見積り誤差につい

て、前期損益修正損益として特別損益に計上する方法から、経常損益計算に含めて処理する方法に変更して

おります。 

（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〕

  

家具 
インテリア 
健康事業 
(百万円) 

介護福祉
用具事業 
(百万円) 

不動産
賃貸事業 
(百万円) 

その他
事業 

(百万円) 

計
(百万円) 

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結
(百万円) 

売上高                                         

(1) 外部顧客に対する売上高  6,717  5,630  38  1,291  13,678  ―  13,678

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

 176  2  65  158  403 (403)  ―

計  6,894  5,632  104  1,450  14,081 (403)  13,678

営業利益又は営業損失(△)  △254  267  63  △45  31  29  60

  

家具 
インテリア 
健康事業 
(百万円) 

介護福祉
用具事業 
(百万円) 

不動産
賃貸事業 
(百万円) 

その他
事業 

(百万円) 

計
(百万円) 

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結
(百万円) 

売上高                                         

(1) 外部顧客に対する売上高  5,384  5,793  35  1,059  12,272  ―  12,272

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

 135  4  6  138  285 (285)  ―

計  5,519  5,797  42  1,197  12,557 (285)  12,272

営業利益又は営業損失(△)  △330  389  31  △9  80  41  121



 この変更に伴い、従来の方法によった場合に比較して、家具インテリア健康事業の営業損失が61百万円少

なく、介護福祉用具事業の営業利益が69百万円多く、その他事業の営業損失が10百万円少なく、消去又は全

社の営業利益が４百万円多く計上されております。  

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30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。 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４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１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20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、海外売上高の記載を省略しております。 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４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、海外売上高の記載を省略しております。 

 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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