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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 3,088 △11.8 12 ― 1 ― △104 ―
21年3月期第1四半期 3,501 ― △128 ― △182 ― △2 ―

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 △7.97 ―
21年3月期第1四半期 △0.20 ―

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 15,700 6,552 41.7 501.78
21年3月期 16,695 6,714 40.2 513.50

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  6,551百万円 21年3月期  6,712百万円

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

21年3月期 ― 7.50 ― 7.50 15.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
5.00 ― 5.00 10.00

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

6,800 △17.4 140 △46.7 70 △35.8 30 ― 2.28

通期 14,200 △14.7 430 △49.9 280 △57.1 130 ― 9.88
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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．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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につい
ては、５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。 

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） 22年3月期第1四半期 13,462,068株 21年3月期  13,462,068株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  406,274株 21年3月期  389,974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 13,068,019株 21年3月期第1四半期 13,238,509株
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【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１四半期のわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発した金融危機・欧米経済の減速、株安・円

高基調などの影響を受け、景気低迷が続いております。 

このような状況の下で、当社グループは高付加価値空間創造企業として、環境を重視した高効率照明器具や

省エネルギーに対応した新製品開発並びに顧客満足と生産性向上に取り組んでおります。 

また、内部統制システムの充実に向け、内部統制委員会を中心に体制の整備を進めてまいりました。 

しかしながら、前年度後半からの世界的な不況や円高などの影響で個人消費の落込みと設備投資の減少並び

に百貨店、専門店などの売上不振などによる新店や改装の延期などの影響により、商業施設関連の経営環境は

厳しい状況が続いております。 

その結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は30億88百万円と、前年同期比11.8％の減収となりました。

販売費及び一般管理費を大幅に削減いたしましたが、経常利益は１百万円（前年同期は１億82百万円の経常損

失）となりました。一方、将来の為替リスクに備えるための為替予約等の評価差損を特別損失に計上致しまし

た結果、四半期純損失は１億４百万円（前年同期は２百万円の四半期純損失）となりました。 

 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

①照明器具関連事業 

商業施設用照明につきましては、世界的不況や円高の影響もあり業界全体としては引き続き厳しい状況であ

りましたが、東京青山並びに大阪本社ショールームを活用して、各種専門店や百貨店への提案を活発に実施し

た結果、各種専門店の案件を着実に受注することができました。 

また、グローバル企業を目指して海外市場開発に積極的に取組んだ結果、主要国での販売網の構

築が順調に進展しております、更に、今後も代理店の増強や照明デザイナーなどへの販促活動を積

極的に進めてまいります。 

なお、エスコ事業主体の子会社イーシームズ株式会社は、食品スーパーを始め、流通店舗の新店または既存

店での照明器具及び制御機器による省電力並びに二酸化炭素削減効果が、お客さまの高い評価を得て順調に契

約件数は伸ばしております。今後とも省エネ機器の強みを生かし積極的にエスコ事業を進めてまいります。 

海外子会社であるＥＮＤＯ Ｌｉｇｈｔｉｎｇ(ＴＨＡＩＬＡＮＤ) Public Co．，Ltd．は、為替の変動の影

響を受けましたが、為替予約の実施並びにコストダウンに取り組んだ結果、収益も回復傾向となりました。 

また、昆山恩都照明有限公司（中国）は本格的な海外販売に伴う主な供給拠点としての体制作りを優先し、

高品質でローコストな製品の安定供給に向けて、生産管理体制の強化に取り組んでおります。今後はＬＥＤ

を中心にグローバルな競争力を備えた生産拠点を目指してまいります。 

このような状況のもと、売上高は29億30百万円（前年同期比12.3％減）、営業利益は２億78百万円（前年

同期比41.2％増）となりました。 

②家具関連事業 

家具関連事業のうち、インテリア家具・用品販売については、首都圏を中心に家具専任の営業スタッフを配

置する等、ブランドの浸透と販路開拓に積極的に取り組みましたが、商業施設市場などの大幅な収縮により当

第１四半期連結会計期間の売上高は、前年同期に比べ1.7％の減収となりました。本年９月に業務用家具に特化

した新製品を開発したカタログの発刊を予定しております。 
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建築士やインテリアデザイナー等にカタログを配布する傍ら、家具流通における代理店の強化を図り業務用

家具分野での基盤強化を推進し事業を本格的に軌道に乗せる様、積極的に取り組んでまいります。 

この結果、売上高は１億58百万円（前年同期比1.7％減）、営業損失は90百万円（前年同期は１億30百万円

の営業損失）となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は157億円（前連結会計年度比９億94百万円の減少）となりま

した。 

主な要因は売上債権の減少によるものであります。 

（負債） 

当第１四半期連結会計期間末における負債は91億47百万円（前連結会計年度比８億33百万円の減少）となり

ました。 

主な要因は長短借入金の返済によるものであります。 

（純資産） 

当第１四半期連結会計期間末における純資産は65億52百万円（前連結会計年度比１億61百万円の減少）とな

りました。 

主な要因は利益剰余金の減少によるものであります。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、17億30百万円（前年同期比156.9％増）とな

りました。主な要因は以下の通りであります。 

①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、９億41百万円の増加（前年同期比11.2％増）となりました。 

主な要因は売上債権の減少によるものであります。 

②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、36百万円の減少（前年同期は４億27百万円の減少）となりました。 

③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、７億66百万円の減少（前年同期は11億22百万円の減少）となりま

した。 

主な要因は長短借入金の返済及び配当の支払であります。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

今後の見通しといたしましては、わが国経済は、サブプライムローン問題に端を発した金融不安、株安、円

高基調などの影響を受け設備投資の減少や買控えなど市場環境は厳しさを増すものと予想されます。 

このような情勢の中で当社グループといたしましては、今後、商業施設分野で培った製品とノウハウを活用

してＬＥＤ応用製品の開発強化や高付加価値建築物件市場の開拓及び照明と家具の総合提案強化並びに海外の

照明器具市場開拓等に取り組んでまいります。 

特に海外照明市場へのＥＮＤＯブランドの浸透と納入実績を着実に積み重ね国内依存型からグローバルな経

営体制に移行すべく基盤を固めてまいります。 

また、世界的な課題としての地球温暖化防止に向けて、環境に配慮したＬＥＤ応用製品等の高効率照明器具、

省電力機器の開発を推進すると共に、ノウハウを活用して、二酸化炭素の削減に積極的に取り組み照明メーカ

ーとしての責任を果たしてまいります。 

お客さまの満足向上のためにニーズにあった製品の開発及び製品の品質向上の強化に取り組み高付加価値空

間創造企業としてブランド力強化と業績向上に努める所存であります。 

また、健全な企業体質を構築するために内部統制を更に充実させ経営基盤の質的な強化と会社価値の向上に

取り組んでまいります。 

なお、平成22年３月期の業績見通しにつきましては、平成21年５月13日に公表した連結業績予想から変更は

ありません。 

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 

①簡便な会計処理 

製品保証引当金算定における、保守交換費用見積高の算定方法 

当第１四半期連結会計期間末の保守交換費用実績率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保守交換費用実績率を使用して保守交換費用見積高

を算定しております。 

 

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、前連結会計年度末の

実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出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。 

 

(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完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契

約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日)を当第１四半期連結会計期間より適用し、

請負金額10百円以上かつ工期１年超の工事契約について当第1四半期連結会計期間に着手した工事契約か

ら、当第１四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工

事進行基準（工事の進捗率の見積りは施工面積等を基準に算出）を、その他の工事については工事完成

基準を適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 
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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：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 1,826 1,666

受取手形及び売掛金 2,037 3,064

商品及び製品 1,940 1,938

仕掛品 138 113

未成工事支出金 33 49

原材料及び貯蔵品 1,393 1,358

繰延税金資産 264 328

その他 279 480

貸倒引当金 △6 △9

流動資産合計 7,907 8,990

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,094 2,110

機械装置及び運搬具（純額） 311 322

土地 2,852 2,849

建設仮勘定 8 1

その他（純額） 734 747

有形固定資産合計 6,001 6,031

無形固定資産 314 317

投資その他の資産   

投資有価証券 103 88

繰延税金資産 847 740

その他 815 818

貸倒引当金 △290 △292

投資その他の資産合計 1,476 1,355

固定資産合計 7,792 7,704

資産合計 15,700 16,695

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,795 1,884

短期借入金 1,637 2,183

1年内返済予定の長期借入金 322 393

未払法人税等 61 92

賞与引当金 85 182

製品保証引当金 250 258

デリバティブ債務 34 16

その他 632 742

流動負債合計 4,820 5,752
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(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) 

固定負債   

社債 300 300

長期借入金 520 587

退職給付引当金 319 303

役員退職慰労引当金 340 338

修繕引当金 13 10

デリバティブ債務 2,712 2,567

その他 119 121

固定負債合計 4,326 4,227

負債合計 9,147 9,980

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,529 3,529

資本剰余金 2,176 2,176

利益剰余金 977 1,179

自己株式 △125 △121

株主資本合計 6,557 6,763

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 7 △0

為替換算調整勘定 △14 △50

評価・換算差額等合計 △6 △51

少数株主持分 1 1

純資産合計 6,552 6,714

負債純資産合計 15,700 16,695
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(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 3,501 3,088

売上原価 2,007 1,769

売上総利益 1,494 1,319

販売費及び一般管理費 1,623 1,307

営業利益又は営業損失（△） △128 12

営業外収益   

為替差益 － 21

受取利息及び配当金 2 1

仕入割引 2 1

受取賃貸料 7 6

その他 30 7

営業外収益合計 43 39

営業外費用   

支払利息 18 12

売上割引 43 36

為替差損 29 －

その他 5 1

営業外費用合計 96 50

経常利益又は経常損失（△） △182 1

特別利益   

固定資産売却益 － 2

包括的長期為替予約評価益 229 －

デリバティブ評価益 45 －

貸倒引当金戻入額 － 4

特別利益合計 274 6

特別損失   

固定資産除売却損 6 0

デリバティブ評価損 － 141

その他 － 1

特別損失合計 6 143

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

85 △135

法人税、住民税及び事業税 52 14

法人税等調整額 32 △44

法人税等合計 84 △30

少数株主利益又は少数株主損失（△） 3 △0

四半期純損失（△） △2 △104
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(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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

85 △135

減価償却費 137 125

貸倒引当金の増減額（△は減少） △19 △4

賞与引当金の増減額（△は減少） △146 △97

製品保証引当金の増減額（△は減少） △11 △7

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12 16

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △7 2

受取利息及び受取配当金 △2 △1

支払利息 18 12

固定資産除売却損益（△は益） 6 △2

包括的長期為替予約評価損益（△は益） △229 －

デリバティブ評価損益（△は益） △45 141

売上債権の増減額（△は増加） 445 1,029

たな卸資産の増減額（△は増加） △83 △17

仕入債務の増減額（△は減少） 581 △91

未払金の増減額（△は減少） △20 △154

その他 146 200

小計 867 1,013

利息及び配当金の受取額 2 1

利息の支払額 △21 △11

法人税等の支払額 △1 △62

営業活動によるキャッシュ・フロー 846 941

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △346 △41

無形固定資産の取得による支出 △8 △5

その他 △72 10

投資活動によるキャッシュ・フロー △427 △36

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） △708 △550

長期借入金の返済による支出 △253 △137

自己株式の取得による支出 △20 △3

配当金の支払額 △139 △74

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,122 △766

現金及び現金同等物に係る換算差額 △13 20

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △716 159

現金及び現金同等物の期首残高 1,389 1,570

現金及び現金同等物の四半期末残高 673 1,730
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(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】 

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） 

 

 
照明器具関連事業

(百万円) 

家具関連事業

(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 3,340 161 3,501 －  3,501 

(2)セグメント間の内部売上高
又は振替高 

－ － － －  － 

計 3,340 161 3,501 －  3,501 

営業利益又は営業損失（△） 197 △130 66 （195） △128 

(注) １ 事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品の名称 

製品の種類、性質、製造方法等の類似性を考慮して、照明器具(白熱灯器具・蛍光灯器具・レンタル等)

及び家具(システム収納家具・インテリア家具用品等)に区分しております。 

２ 会計方針の変更 

「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」に記載のとおり、当連結会計年度

の当第１四半期連結会計期間から、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成

18年７月５日 企業会計基準第９号）を適用し、評価基準については、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。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、照明器具関連事業の営業利益が２百万円減少、家具関

連事業の営業損失が１百万円増加しております。 

 

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） 

 

 
照明器具関連事業

(百万円) 

家具関連事業

(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 2,930 158 3,088 －  3,088 

(2)セグメント間の内部売上高
又は振替高 

－ － － －  － 

計 2,930 158 3,088 －  3,088 

営業利益又は営業損失（△） 278 △90 188 （176） 12 

(注) １ 事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品の名称 

  製品の種類、性質、製造方法等の類似性を考慮して、照明器具(白熱灯器具・蛍光灯器具・レンタル等)

及び家具(システム収納家具・インテリア家具用品等)に区分しております。 

２ 会計方針の変更 

「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」に記載のとおり、当連結会計年

度の当第１四半期連結会計期間から、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年

12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12

月27日)を適用しております。 

なお、これによる損益に与える影響はありません。 
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【所在地別セグメント情報】 

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） 

 
日本 

(百万円) 

アジア 

(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 3,399 101 16,653 －  3,501 

(2)セグメント間の内部売上高又
は振替高 

0 672 2,887 （673） － 

計 3,400 774 19,541 （673） 3,501 

営業利益 88 △36 1,551 （181） △128 

(注)１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。２ 本邦以外の区分に属する地域の内訳は次の

とおりであります。 

アジア・・・タイ、中国 

３ 会計方針の変更 

「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」に記載のとおり、当連結会計年度

の当第１四半期連結会計期間から、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成

18年７月５日 企業会計基準第９号）を適用し、評価基準については、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。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、「日本」の営業利益が４百万円減少しております。な

お、「アジア」への影響はありません。 

 

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） 

 
日本 

(百万円) 

アジア 

(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 3,014 73 3,088 －  3,088 

(2)セグメント間の内部売上高又
は振替高 

0 483 484 （484） － 

計 3,015 557 3,573 （484） 3,088 

営業利益 149 △32 117 （105） 12 

(注)１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

アジア・・・タイ、中国 

３ 会計方針の変更 

「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」に記載のとおり、当連結会計年度

の当第１四半期連結会計期間から、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12

月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月

27日)を適用しております。 

 なお、これによる損益に与える影響はありません。 
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【海外売上高】 

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％未満の為、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） 

 アジア 中近東 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 52 282 4  340 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － －  3,088 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上
高の割合（％） 

1.7 9.2 0.1  11.0 

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア･････････････韓国、中国、マレーシアほか 

(2) 中近東･････････････ＵＡＥ、キプロスほか 

(3) その他の地域･･･････ニュージーランド、オーストラリアほか 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

 

(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。 
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６．その他の情報 

【生産、受注及び販売の状況】 

 

（１）生産実績 

当第１四半期連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

事業の種類別セグメント 生産高（百万円） 前年同四半期比（％） 

照明器具関連事業 586 79.4 

家具関連事業 33 133.6 

合 計 620 81.2 

（注）１．セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２．金額は製造原価としております。 
３．上記の金額には、消費税は含まれておりません。 

 
（２）受注実績 
当社は、主に需要予測に基づく見込生産方式を採用しておりますので該当事項はありません。 

 

（３）販売実績 

当第１四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

事業の種類別セグメント 販売高（百万円） 前年同四半期比（％） 

照明器具関連事業 2,930 87.7 

家具関連事業 158 98.3 

合 計 3,088 88.2 

（注）１．セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２．上記の金額には、消費税は含まれておりません。 
３．主要な販売先（総販売実績に対する割合が10％以上）に該当するものはありません。 
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