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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 4,549 △28.9 △334 ― △261 ― △163 ―
21年3月期第2四半期 6,395 ― 399 ― 431 ― 505 ―

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2四半期 △11.69 ―
21年3月期第2四半期 35.55 ―

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2四半期 13,781 10,009 72.6 725.05
21年3月期 14,837 10,472 70.6 744.59

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  10,009百万円 21年3月期  10,472百万円

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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 0.00 ― 12.00 12.00
22年3月期 ― 0.00
22年3月期 

（予想）
― 9.00 9.00

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 10,000 △22.1 △40 ― 140 △81.9 100 △85.5 7.24
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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、６ページの「定性的情報・財務諸表等」の「４．その他」をご参照ください。 

(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 
業績予想につきましては、発表日現在のデータに基づき作成したものであり、予想につきましては様々な不確定要素が内在しておりますので、実際の業績
はこれらの予想数値とは異なる場合があります。なお、上記の業績予想に関する事項は、５ページの「定性的情報・財務諸表等」の「３．連結業績予想に関
する定性的情報」をご参照ください。 

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2四半期 14,700,000株 21年3月期  14,700,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  894,139株 21年3月期  635,199株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 13,968,861株 21年3月期第2四半期 14,225,554株
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（参考）個別業績予想 
 

平成22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

                                            （％表示は対前期増減率） 

 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 

通 期 

百万円     ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 円  銭

8,620  △24.2 △188    － △18    － 20 △96.7 1   45

（注）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 有 

   なお、個別業績予想数値の修正理由は連結と同じであります。 
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 景気後退の影響を受け顧客企業の情報化投資の削減や先送りが続いており、主力のソフトウェア開発事業の受注が

大幅に減少したことなどにより、当第２四半期連結累計期間の売上高は、45億４千９百万円（前年同四半期比28.9％

減）となりました。 

 利益につきましては、販売費及び一般管理費の抑制に努めたものの、売上高の減少に伴う利益の減少により営業損

失３億３千４百万円（前年同四半期 営業利益３億９千９百万円）、経常損失２億６千１百万円（前年同四半期 経常

利益４億３千１百万円）、四半期純損失１億６千３百万円（前年同四半期 四半期純利益５億５百万円）となりまし

た。   

  

 事業の種類別のセグメントの概況は次のとおりです。 

  

（１）ソフトウェア開発事業 

  ① 業務アプリケーション 

    顧客企業の情報化投資の抑制に加え、元請け企業からの受注も減少したことなどにより、売上高が減少しま

した。 

  ② 組込ソフトウェア 

    各分野ともメーカの新規投資の抑制や内製化が顕著となり、売上高が減少しました。 

  

   これらの結果、当事業の売上高は、31億６千万円（前年同四半期比32.4％減）、営業損失は、２億５千万円 

  （前年同四半期 営業利益４億２千９百万円）となりました。 

  

（２）ネットワーク機器・システム商品販売事業  

   顧客企業の情報化投資の抑制が続き、受注が低調に推移したため、売上高は、５億９千４百万円（前年同四半

  期比19.8％減）、営業損失は、３千５百万円（前年同四半期 営業損失３千８百万円）となりました。 

  

（３）オリジナルパッケージ開発及び販売事業 

  ① ＯＣＲソフト関連 

    複合機向けのライセンス販売が好調を維持し、法人向けＯＣＲソリューションやコンシューマ向けの流通製

   品も堅調に推移しました。 

  ② Natureシリーズ 

前期からの継続案件を獲得しましたが、顧客企業の投資抑制が顕著となり新規の案件が減少し、売上高を伸

ばすことができませんでした。  

  ③ マンション管理システム 

    獲得を予定していた大型案件が下期に先送りとなったため、受注が減少しました。 

  ④ その他  

    「セマンティックソリューション」「ＢＵＩソリューション」は、売上高を大きく伸ばすには至りませんで

   した。 

  

   これらの結果、マンション管理システムの売上高の減少が大きく影響して、当事業の売上高は、５億８千７百

万円（前年同四半期比16.4％減）、営業損失は、４千７百万円（前年同四半期 営業利益２百万円）となりまし

た。 

  

（４）ハードウェア組立事業 

   主要顧客からの受注が減少したことにより、売上高は、１億９千３百万円（前年同四半期比25.3％減）、営業

  損失は、９百万円（前年同四半期 営業損失３百万円）となりました。 

  

（１）財政状態 

   総資産は、売掛金が減少したことなどにより、前期末に比べ10億５千５百万円減少し137億８千１百万円とな 

  りました。 

   負債は、長期借入金及び買掛金が減少したことなどにより、前期末に比べ５億９千２百万円減少し37億７千１

  百万円となりました。 

   純資産は、配当金の支払いや四半期純損失の計上に伴い利益剰余金が減少したことなどにより、前期末に比べ

  ４億６千２百万円減少し、100億９百万円となりました。 

  

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

２．連結財政状態に関する定性的情報
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（２）キャッシュ・フロー 

  ① 営業活動によるキャッシュ・フロー 

    営業活動で得られた資金は、１億３千４百万円となりました。税金等調整前四半期純損失を計上したほか、

   仕入債務の支払による支出をする一方で、売上債権の回収による収入を得ております。  

  ② 投資活動によるキャッシュ・フロー 

    投資活動で得られた資金は、３億６千３百万円となりました。継続して市場販売を目的としたソフトウェア

   に投資しておりますが、当第２四半期累計期間では定期預金の払い戻しによる収入を得ております。 

  ③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

    財務活動で使用された資金は、４億４千万円となりました。長期借入金の約定弁済に支出し、配当金の支払

   を行っております。 

  

   以上の結果、当第２四半期連結累計期間の現金及び現金同等物の四半期末残高は、前連結会計年度末に比較し

  て５千７百万円増加し、57億６千１百万円となりました。  

  

 各事業とも利益の確保に向け尽力するとともに経費の削減等を徹底してまいりますが、情報化投資の需要の回復

は鈍く、下期につきましても非常に厳しい事業環境が見込まれるため、平成21年10月20日に業績予想の修正及び配

当予想の修正を行い、同日公表しております。 

  

 事業の種類別セグメントの見通しは次のとおりです。 

  

（１）ソフトウェア開発事業 

 急速な需要の回復は見込めないなか、業務アプリケーション、組込ソフトウェアとも、顧客密着度をより高め

引き合いのある案件をとりこぼすことなく獲得するとともに新規顧客や新規案件についても積極的に対応して受

注の積み上げを図ってまいります。 

   また、開発プロジェクトの採算管理や要員の稼働管理を徹底することにより収支の改善に注力するとともに、

スキルの向上や新技術の習得を目的とした研修などを活性化してまいります。 

  

（２）ネットワーク機器・システム商品販売事業 

 需要の見込める文教関連の案件の獲得に注力するとともに、当社グループオリジナル製品などのソリューショ

ン営業を推し進めてまいります。 

  

（３）オリジナルパッケージ開発及び販売事業 

  ① ＯＣＲソフト関連 

    法人向けＯＣＲソリューションでは、引き合いの多い医療や文教関連をターゲットに営業を注力し、コンシ

ューマ向け流通製品では、新製品「やさしく家計簿」や既存製品のバージョンアップ版を投入することで拡販

を図ります。  

  ② Natureシリーズ 

    バージョンアップ版「DataNature/E ver3.2」によるコスト削減を切り口としたセミナー営業やホームペー

ジなどによる告知活動を拡充してまいります。   

  ③ マンション管理システム  

    上期からの継続案件を確実に受注するとともに、新規案件の獲得を図ってまいります。 

  ④ その他 

    「セマンティックソリューション」「ＢＵＩソリューション」は、引き合いのある大口顧客の獲得に注力い

   たします。 

  

（４）ハードウェア組立事業 

   主要顧客からの案件をとりこぼすことなく確保するとともに、新規顧客からの受注の獲得を図ってまいりま 

  す。 

３．連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

（会計基準等の改正に伴う変更） 

受注制作のソフトウェアに係る収益の計上基準については、従来、検収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）を第１四半期連結会計期間より適用し、第

１四半期連結会計期間に着手した契約から、当第２四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確

実性が認められる契約については工事進行基準（工事の進捗率の見積は原価比例法）を、その他の契約につ

いては検収基準を適用しております。 

なお、この変更による損益に与える影響はありません。 

  

（会計基準等の改正に伴う変更以外の変更） 

該当事項はありません。  

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）

（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９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 2,816,146 3,212,751

受取手形及び売掛金 1,507,720 2,393,024

有価証券 4,553,901 4,438,715

商品及び製品 5,810 42,743

仕掛品 248,608 139,298

原材料及び貯蔵品 33,710 36,810

繰延税金資産 369,782 247,583

その他 145,780 154,251

貸倒引当金 △7,142 △22,810

流動資産合計 9,674,317 10,642,369

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,529,782 1,533,429

減価償却累計額 △1,125,248 △1,115,181

建物及び構築物（純額） 404,533 418,247

機械装置及び運搬具 10,972 10,972

減価償却累計額 △9,070 △8,552

機械装置及び運搬具（純額） 1,902 2,420

工具、器具及び備品 157,404 157,200

減価償却累計額 △131,317 △130,065

工具、器具及び備品（純額） 26,086 27,135

レンタル資産 49,027 46,756

減価償却累計額 △44,150 △38,408

レンタル資産（純額） 4,877 8,347

土地 629,260 629,260

有形固定資産合計 1,066,659 1,085,410

無形固定資産   

ソフトウエア 139,986 109,691

その他 39,279 40,001

無形固定資産合計 179,265 149,692

投資その他の資産   

投資有価証券 1,583,520 1,734,528

敷金及び保証金 314,611 316,552

繰延税金資産 481,272 431,781

その他 494,137 488,808

貸倒引当金 △11,909 △11,949

投資その他の資産合計 2,861,632 2,959,722

固定資産合計 4,107,557 4,194,825

資産合計 13,781,875 14,837,194
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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９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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 354,438 608,846

短期借入金 1,134,056 1,072,256

未払金 77,638 108,817

未払法人税等 65,762 84,422

未払賞与 439,352 475,712

引当金   

賞与引当金 44,384 49,185

役員賞与引当金 7,300 14,850

返品引当金 23,244 18,115

引当金計 74,928 82,150

その他 223,549 291,224

流動負債合計 2,369,726 2,723,428

固定負債   

長期借入金 227,800 485,728

再評価に係る繰延税金負債 23,462 23,462

引当金   

退職給付引当金 1,025,555 981,745

役員退職慰労引当金 5,480 32,023

執行役員退職慰労引当金 － 3,883

引当金計 1,031,036 1,017,653

負ののれん 26,907 40,361

その他 93,025 74,005

固定負債合計 1,402,231 1,641,211

負債合計 3,771,958 4,364,639

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,222,425 4,222,425

資本剰余金 3,505,591 3,505,591

利益剰余金 3,003,882 3,335,893

自己株式 △283,644 △207,325

株主資本合計 10,448,254 10,856,585

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △34,047 20,259

土地再評価差額金 △404,290 △404,290

評価・換算差額等合計 △438,337 △384,030

純資産合計 10,009,917 10,472,555

負債純資産合計 13,781,875 14,837,194
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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）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 6,395,420 4,549,317

売上原価 4,649,092 3,552,773

売上総利益 1,746,327 996,543

販売費及び一般管理費 1,346,968 1,330,802

販売費 17,551 20,972

一般管理費 1,329,417 1,309,829

営業利益又は営業損失（△） 399,358 △334,258

営業外収益   

受取利息 39,585 14,144

受取配当金 20,428 12,009

投資有価証券売却益 － 20,875

投資有価証券評価益 － 22,496

負ののれん償却額 13,453 13,453

雑収入 9,602 5,332

営業外収益合計 83,070 88,311

営業外費用   

支払利息 16,568 11,503

投資有価証券売却損 441 －

投資有価証券評価損 30,441 －

遊休資産管理費用 2,791 2,557

雑損失 295 1,990

営業外費用合計 50,538 16,050

経常利益又は経常損失（△） 431,890 △261,996

特別利益   

貸倒引当金戻入額 3,270 15,707

有形固定資産売却益 84,459 －

特別利益合計 87,729 15,707

特別損失   

有形固定資産除却損 9,281 770

投資有価証券評価損 16,514 2,831

事務所移転費用 1,946 －

その他 48 －

特別損失合計 27,791 3,602

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（△）

491,829 △249,891

法人税、住民税及び事業税 47,374 47,773

法人税等調整額 △62,618 △134,431

法人税等合計 △15,243 △86,658

少数株主利益 1,294 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） 505,778 △163,233
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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）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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（△）

491,829 △249,891

減価償却費 82,059 65,899

のれん償却額 3,429 －

負ののれん償却額 △13,453 △13,453

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,217 △15,707

賞与引当金の増減額（△は減少） △6,434 △4,801

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △8,975 △7,550

返品引当金の増減額（△は減少） 8,064 5,129

退職給付引当金の増減額（△は減少） 20,725 43,809

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △3,325 △26,542

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 492 △3,883

受取利息及び受取配当金 △60,014 △26,154

支払利息 16,568 11,503

投資有価証券売却損益（△は益） 441 △20,875

投資有価証券評価損益（△は益） 30,441 △22,496

有形固定資産売却損益（△は益） △84,459 －

有形固定資産除却損 9,281 770

投資有価証券評価損（特別損失） 16,514 2,831

売上債権の増減額（△は増加） 434,382 885,304

仕入債務の増減額（△は減少） △109,350 △254,407

たな卸資産の増減額（△は増加） △60,772 △69,277

未払消費税等の増減額（△は減少） △39,896 △53,672

その他の流動資産の増減額（△は増加） △13,942 7,562

その他の流動負債の増減額（△は減少） △128,209 △63,844

小計 582,179 190,252

利息及び配当金の受取額 52,939 28,858

利息の支払額 △17,158 △11,309

法人税等の支払額 △256,393 △73,430

営業活動によるキャッシュ・フロー 361,567 134,370

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 △950,000 △600,774

定期預金の払戻による収入 550,000 900,000

有形固定資産の取得による支出 △21,561 △8,437

有形固定資産の売却による収入 300,000 －

無形固定資産の取得による支出 △28,488 △68,148

投資有価証券の取得による支出 △300 －

投資有価証券の売却による収入 23,533 140,413

子会社株式の取得による支出 △5,000 －

その他 640 640

投資活動によるキャッシュ・フロー △131,177 363,694
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

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） △300,000 －

長期借入れによる収入 500,000 －

長期借入金の返済による支出 △126,688 △196,128

自己株式の取得による支出 △317 △76,319

配当金の支払額 △169,075 △167,836

少数株主への配当金の支払額 △3,635 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △99,716 △440,284

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 130,673 57,781

現金及び現金同等物の期首残高 5,862,800 5,703,232

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,993,474 5,761,013
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該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

（注）１．事業区分の方法 

サービスの種類、性質、業務形態等の類似性により区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

ソフトウェア開発事業 

基幹系システム関連（財務会計システム、物流情報システムなど）、セキュリティ関連（電子申請シ

ステム、インターネット認証システムなど）、Ｗｅｂ関連（ＷｅｂＥＣ/ＥＤＩシステムなど）、モ

バイル関連（次世代移動通信システム、携帯電話など）、データベース関連、ネットワーク関連など

のシステムの開発やテクニカル支援サービス 

ネットワーク機器・システム商品販売事業 

ＰＣ端末、ＰＣサーバ、ＵＮＩＸ・Ｌｉｎｕｘサーバ、モバイル機器、プリンタ、スキャナ、ＨＤ

Ｄ、ディスプレイなどの情報関連機器の販売 

ネットワークシステムコンサルティング・設計・導入設置・保守・運用支援・その他サービス、ＴＶ

会議システムなどの各種システム商品の販売 

オリジナルパッケージ開発及び販売事業 

文字画像認識ソフト（ＯＣＲ）、音声認識合成ソフト、ファイリングソフト、独自のＢＵＩ（ボタ

ン・ユーザ・インターフェイス）技術を使用したデータ活用ソリューション「Ｎａｔｕｒｅシリー

ズ」及び「ＢＵＩソリューション」、「マンション管理システム」、「セマンティックソリューショ

ン」などのオリジナルパッケージソフトの開発・販売 

ハードウェア組立事業 

各種電子基板及びコンピュータ関連機器の組立並びに同機器の検査 

その他事業 

不動産の賃貸 

（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〕

  
ソフトウェア
開発事業 
（千円） 

ネットワー
ク機器・シ
ステム商品
販売事業 
（千円） 

オリジナル
パッケージ
開発及び販
売事業 
（千円） 

ハードウェア
組立事業 
（千円） 

その他事業
（千円） 

計
（千円） 

消去又は 
全社 

（千円） 

連結
（千円） 

売上高                                           

(1）外部顧客に対する売上

高 
4,678,903  741,137 703,438 258,283 13,657  6,395,420  － 6,395,420

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
－  463 298 － 15,438  16,200 (16,200) －

計 4,678,903  741,601 703,737 258,283 29,095  6,411,620 (16,200) 6,395,420

営業利益又は営業損失(△) 429,643  △38,500 2,369 △3,966 11,781  401,327 (1,969) 399,358

  
ソフトウェア
開発事業 
（千円） 

ネットワー
ク機器・シ
ステム商品
販売事業 
（千円） 

オリジナル
パッケージ
開発及び販
売事業 
（千円） 

ハードウェア
組立事業 
（千円） 

その他事業
（千円） 

計
（千円） 

消去又は 
全社 

（千円） 

連結
（千円） 

売上高                                           

(1）外部顧客に対する売上

高 
3,160,726  594,490 587,913 193,048 13,138  4,549,317  － 4,549,317

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
－  855 － － 14,784  15,639 (15,639) －

計 3,160,726  595,345 587,913 193,048 27,923  4,564,957 (15,639) 4,549,317

営業利益又は営業損失(△) △250,193  △35,391 △47,966 △9,663 7,578  △335,636 1,377 △334,258
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３．会計処理の方法の変更 

前第２四半期連結累計期間 

（有形固定資産） 

従来、レンタル用資産は定率法により償却しておりましたが、平成19年度の法人税法の改正に伴い減価

償却資産の償却率が改定され、耐用年数２年のレンタル資産の償却率は1.0とされたため、１年でその全額

を減価償却費として計上されることになり、かつ、レンタル資産の収益は、その使用可能期間に亘って比

較的平均して発生すると見込まれることに合致しなくなりました。また、今後レンタル資産の重要性は増

すことが予想され、費用と収益の期間対応をより合理的に行うため第１四半期連結会計期間から減価償却

の方法を定額法に変更しました。  

この結果、従来と同一の基準によった場合と比較してソフトウェア開発事業の当第２四半期連結累計期

間の営業利益は3,680千円増加しております。 

  

当第２四半期連結累計期間 

（受注制作のソフトウェアに係る収益の計上基準） 

受注制作のソフトウェアに係る収益の計上基準については、従来、検収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）を第１四半期連結会計期間より適用

し、第１四半期連結会計期間に着手した契約から、当第２四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契約については工事進行基準（工事の進捗率の見積は原価比例法）を、その他

の契約については検収基準を適用しております。 

なお、この変更による損益に与える影響はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年９月30日）  

本邦以外の国又は地域に所在する支店及び連結子会社等がないため該当事項はありません。  

  

前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

海外売上高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４月１日 至平成21年９月30日） 

海外売上高の合計は、連結売上高の10%未満のため、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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