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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） 

※平成21年４月１日付にて普通株式１株につき1.5株の株式分割を行っております。 

(2) 連結財政状態 

※平成21年４月１日付にて普通株式１株につき1.5株の株式分割を行っております。 
 

(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 7,547 △11.8 751 △63.5 714 △65.5 414 △68.8

21年3月期第2四半期 8,555 ― 2,056 ― 2,073 ― 1,326 ―

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 14.38 ―

21年3月期第2四半期 69.06 ―

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 11,145 9,462 84.9 328.38
21年3月期 12,641 9,593 75.9 499.31

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  9,462百万円 21年3月期  9,593百万円

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 ― 27.50 27.50

22年3月期 ― 10.00

22年3月期 
（予想）

― 10.00 20.00

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 20,000 7.0 3,300 10.0 3,300 9.4 1,900 9.1 65.93
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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、４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） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※平成21年４月１日付にて普通株式１株につき1.5株の株式分割を行っております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１.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およ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当たっての 
注意事項等については、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ください。 
２.平成21年４月１日付にて普通株式１株につき1.5株の株式分割を行っております。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

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 28,821,000株 21年3月期  19,214,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  4,856株 21年3月期  454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 28,817,105株 21年3月期第2四半期 19,213,593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２四半期連結会計期間（３ヶ月）におけるわが国経済は、政府の景気政策効果もあり、前年同

四半期と比べ回復の兆しが見えつつありますが、欧米を中心とする世界経済の回復の足取りは鈍く、

本格的な回復基調までにはなお不透明感があります。 

このような状況下、当社の属するエンタテインメント産業は、国内市場ではハードの販売に飽和感

が出始めたものの海外市場ではなお堅調に推移しており、大型ソフトのヒットの有無によっては需

要回復の可能性も期待されております。 

当社グループ（当社及び当社子会社）の当第２四半期連結会計期間（３ヶ月）は、モバイルコンテ

ンツにおいて音楽系配信や原盤事業ビジネスが順調に推移したものの、RSD事業（受託制作）が伸び

悩んだ影響で売上及び利益とも対前年同四半期を下回りました。なお利益については、期初計画通

りでの推移のため、第２四半期連結累計期間での中間配当は実施いたします。 

以上の結果、第２四半期連結会計期間（３ヶ月）の売上高は34億88百万円（前年同期間比22.9％

減）、営業利益は１億38百万円（前年同期間比86.9％減）、経常利益は94百万円（前年同期間比

90.6％減）、四半期純利益は71百万円（前年同期間比87.0％減）となりました。 

また、第２四半期連結累計期間（６ヶ月）の売上高は75億47百万円（前年同期間比11.8％減）、営

業利益は７億51百万円（前年同期間比63.5％減）、経常利益は７億14百万円（前年同期間比65.5％

減）、四半期純利益は４億14百万円（前年同期間比68.8％減）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コンシューマ・コンテンツ関連事業 

 自社ブランドによる家庭用ゲーム機向けコンテンツの制作・販売事業においては、国内にてPSP向

け「鉄のラインバレル」を、北米にてWii向け「DECA SPORTA２（デカスポルタ２） Wiiでスポーツ

“10”種目！」（北米版名称「DECA SPORTS２」）を始め、４タイトルの販売を開始いたしました。

また既存タイトルでは「DECA SPORTA（デカスポルタ） Wiiでスポーツ“10”種目！」（以下「デカ

スポルタ」）の販売や、ニンテンドーDS向け「メタルファイト ベイブレード」、「桃太郎電鉄」

シリーズを中心として販売展開を進めてまいりました。 

 ダウンロードビジネスにおいては、Wii向けダウンロードサービスであるWiiウェアを中心にタイ

トル投入を継続してまいりました。 

 RSD事業においては、継続受注を中心として制作に取り組んでまいりました。 

 上記取り組みの結果、当事業部門の第２四半期連結会計期間（３ヶ月）の売上高は、RSD事業の伸

び悩みで16億21百万円（前年同期間比38.9％減）となり、営業利益は77百万円（前年同期間比

92.5％減）となりました。 

 また、当事業部門の第２四半期連結累計期間（６ヶ月）の売上高は、39億86百万円（前年同期間

比18.6％減）、営業利益は５億22百万円（前年同期間比69.5％減）となりました。 

 

②ネットワーク・コンテンツ関連事業 

 モバイルゲーム事業においては、人気の「桃太郎電鉄」シリーズにおいて、シリーズ初のネット

ワーク通信対戦版である「桃太郎電鉄WORLD遠距離対戦版」およびシリーズ 新作「桃太郎電鉄

SETOUCHI」を、iモードにて配信開始いたしました。また㈱ディー・エヌ・エーとの協業により

「Master of Epic Hunter Age」、「エレメンタルモンスター２ 雷狼の誇り」の配信を開始し、

新たなプラットフォーム上でのユーザー獲得を図ってまいりました。 

 音楽映像事業においては、既存コンテンツである着うたサイト「着信★うた♪」、着うたフルサ

イト「着信★うた♪フル」のモバイル向け音楽主力サイトにて、音楽レーベル「HUDSON MUSIC 

ENTERTAINMENT」からリリースした新曲とのタイアップも図り、配信コンテンツの強化を図ってまい

りま した。ま た、原盤 事業ビジ ネスにお いては、 当社音楽 レーベル 「 HUDSON MUSIC 

ENTERTAINMENT」にて人気上昇中のアーティスト”Noa”の２ndアルバムを含め３タイトルをリリー

スいたしました。 

 新規事業である「iPhone」「iPod touch」向けコンテンツ配信においては、当第２四半期に２コ

ンテンツを配信した他、ハドソンブランドの認知度向上のため、Google™ケータイ向けにゲーム配信

を開始し、新たなビジネスの可能性を追求してまいりました。 

 上記取り組みの結果、当事業部門の第２四半期連結会計期間（３ヶ月）売上高は、他社での無料
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配信ゲーム人気の影響で自社ゲームコンテンツ配信の伸び悩みもあった反面で、協業でのゲームコ

ンテンツ配信や「着信★うた」、「着信★うた♪フル」及び自社レーベルのアルバム販売が好調で

あったため、18億49百万円（前年同期間比0.0％減）となり、また営業利益は3億14百万円（前年同

期間比6.1%増）と堅調に推移いたしました。 

また、当事業部門の第２四半期連結累計期間（６ヶ月）の売上高は、35億22百万円（前年同期間比

2.6％減）、営業利益は７億49百万円（前年同期間比15.6％減）となりました。 

 

③その他事業 

 その他事業におきましては、他社からのデバッグ受託業務が大半を占めております。 

当事業の第２四半期連結会計期間（３ヶ月）の売上高は、17百万円（前年同期間比14.1％減）、

営業利益は８百万円（前年同期間は147千円の損失）となりました。  

また、当事業の第２四半期連結累計期間（６ヶ月）の売上高は、38百万円（前年同期間比9.3％

減）、営業利益は20百万円（前年同期間は１百万円の損失）となりました。 

 

※平成22年３月期第１四半期に係る連結経営成績に関する定性的情報については、平成22年３月期第

１四半期決算短信（平成21年７月30日開示）を参照願います。 
 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

 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14億95百万円減少の111億45

百万円となりました。主な要因としては、現金及び預金が７億88百万円、売掛金が６億54百万円減

少したことによるものです。 

（負債） 

 当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ13億64百万円減少の16億83

百万円となりました。主な要因としては、法人税等の支払いにより未払法人税等が11億92百万円減

少したことによるものです。 

（純資産） 

 当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ１億30百万円減少の94億

62百万円となりました。主な要因としては、剰余金の配当による影響で利益剰余金が１億14百万円

減少したことによるものです。 
 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 本年通期予想に関しては、平成21年５月８日に公表した連結業績予想から変更はありません。 

 

※業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、為替変動

等の潜在的なリスクや不確実性が含まれております。この影響のため、実際の業績が記載の見通し

とは異なる可能性があります。 

 

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） 

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固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の金額を期間按分して

算出する方法によっております。 

 

②法人税等及び繰延税金資産の算定方法 

 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の経営環境等や一時差異  

等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度末において使用した将来の

業績予測やタックス・プラニングを利用して算出する方法によっております。 

 

(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 

該当事項はありません。 
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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：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 4,453,997 5,242,986

売掛金 2,366,896 3,021,460

商品及び製品 112,118 37,616

原材料及び貯蔵品 142,187 160,547

コンテンツ 97,266 113,541

仕掛品 1,822,141 1,552,199

その他 1,319,230 1,720,993

貸倒引当金 △6,317 △8,123

流動資産合計 10,307,519 11,841,221

固定資産   

有形固定資産 319,590 247,818

無形固定資産 65,229 75,905

投資その他の資産 478,206 501,858

貸倒引当金 △24,700 △25,227

投資その他の資産合計 453,506 476,630

固定資産合計 838,327 800,354

資産合計 11,145,846 12,641,576

負債の部   

流動負債   

買掛金 47,071 94,845

未払法人税等 143,034 1,335,171

賞与引当金 40,000 －

その他 889,007 1,077,307

流動負債合計 1,119,112 2,507,324

固定負債   

退職給付引当金 564,225 540,819

固定負債合計 564,225 540,819

負債合計 1,683,338 3,048,144

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,064,276 5,064,276

資本剰余金 3,656,643 3,656,643

利益剰余金 823,939 937,955

自己株式 △3,003 △406

株主資本合計 9,541,854 9,658,467

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 △79,346 △65,035

評価・換算差額等合計 △79,346 △65,035

純資産合計 9,462,507 9,593,432

負債純資産合計 11,145,846 12,641,576
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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 8,555,776 7,547,498

売上原価 4,504,094 4,620,988

売上総利益 4,051,681 2,926,509

販売費及び一般管理費 1,995,300 2,175,397

営業利益 2,056,381 751,112

営業外収益   

受取利息 462 149

賃貸料収入 9,726 9,775

持分法による投資利益 6,290 －

その他 4,665 4,110

営業外収益合計 21,144 14,035

営業外費用   

為替差損 2,010 49,845

その他 1,886 550

営業外費用合計 3,897 50,396

経常利益 2,073,628 714,751

特別利益   

貸倒引当金戻入額 2,306 2,261

その他 350 －

特別利益合計 2,656 2,261

特別損失   

固定資産除却損 120 319

特別損失合計 120 319

税金等調整前四半期純利益 2,076,164 716,693

法人税、住民税及び事業税 741,267 138,655

法人税等調整額 7,979 163,681

法人税等合計 749,246 302,336

四半期純利益 1,326,918 414,356
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第２四半期連結会計期間 

(単位：千円)

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 4,524,778 3,488,638

売上原価 2,413,632 2,231,651

売上総利益 2,111,145 1,256,987

販売費及び一般管理費 1,051,587 1,118,322

営業利益 1,059,558 138,665

営業外収益   

受取利息 428 116

賃貸料収入 4,972 4,657

持分法による投資利益 6,290 －

その他 1,684 3,359

営業外収益合計 13,375 8,132

営業外費用   

為替差損 59,474 51,566

その他 369 386

営業外費用合計 59,844 51,953

経常利益 1,013,089 94,844

特別利益   

貸倒引当金戻入額 △4,656 1,892

その他 350 －

特別利益合計 △4,306 1,892

特別損失   

固定資産除却損 120 31

特別損失合計 120 31

税金等調整前四半期純利益 1,008,662 96,705

法人税、住民税及び事業税 409,367 76,830

法人税等調整額 50,584 △51,301

法人税等合計 459,951 25,528

四半期純利益 548,710 71,176
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

 

(4) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

 

 

 コンシュー
マ・コンテン
ツ関連事業
(千円) 

ネットワー
ク・コンテン
ツ関連事業

(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 2,654,658 1,849,792 20,327 4,524,778 －  4,524,778

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－  － － － －  － 

計 2,654,658 1,849,792 20,327 4,524,778 －  4,524,778

営業利益（△営業損失） 1,026,373 296,364 △147 1,322,590 （263,031） 1,059,558

(注) 1. 事業区分の方法 

     事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

2. 各事業の主な製品 

(1) コンシューマ・コンテンツ関連事業…… ①自社ブランドによる家庭用ゲームソフト及び周辺機器
の制作・販売、玩具等の制作・販売、版権許諾等 

②他社ブランドの家庭用ゲームソフトの制作受託等 
③ 新テクノロジーの研究・技術開発（Ｒ＆Ｄ）事業、 家

庭用ゲーム機向け開発支援システム・ツール、半導体等
の開発・販売等 

(2) ネットワーク・コンテンツ関連事業…… ①携帯電話等のモバイル端末向けエンタテインメント・コ
ンテンツの制作・販売・受託等 

②インターネット上でのオンラインゲーム等のエンタテイ
ンメント・コンテンツの制作・販売・受託等 

(3) その他事業………………………………… 上記事業に属さない製・商品の開発・販売、版権許諾等 
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当第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

 

 

コンシュー
マ・コンテン
ツ関連事業
(千円) 

ネットワー
ク・コンテン
ツ関連事業

(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 1,621,678 1,849,495 17,464 3,488,638 －  3,488,638

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－  － － － －  － 

計 1,621,678 1,849,495 17,464 3,488,638 －  3,488,638

営業利益 77,194 314,460 8,606 400,261 （261,596） 138,665

(注) 1. 事業区分の方法 

     事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

2. 各事業の主な製品 

(1) コンシューマ・コンテンツ関連事業…… ①自社ブランドによる家庭用ゲームソフト及び周辺機器
の制作・販売、玩具等の制作・販売、版権許諾等 

②他社ブランドの家庭用ゲームソフトの制作受託等 
③ 新テクノロジーの研究・技術開発（Ｒ＆Ｄ）事業、 家

庭用ゲーム機向け開発支援システム・ツール、半導体等
の開発・販売等 

(2) ネットワーク・コンテンツ関連事業…… ①携帯電話等のモバイル端末向けエンタテインメント・コ
ンテンツの制作・販売・受託等 

②インターネット上でのオンラインゲーム等のエンタテイ
ンメント・コンテンツの制作・販売・受託等 

③音楽映像コンテンツの制作・配信・受託及び周辺機器の
制作・販売、自社音楽レーベル向けの楽曲の制作・提供
等 

(3) その他事業………………………………… 上記事業に属さない製・商品の開発・販売、版権許諾等 
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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） 

 

 

コンシュー
マ・コンテン
ツ関連事業 

(千円) 

ネットワー
ク・コンテン
ツ関連事業

(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 4,896,029 3,617,504 42,242 8,555,776 － 8,555,776

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－ － － － － －

計 4,896,029 3,617,504 42,242 8,555,776 － 8,555,776

営業利益（△営業損失） 1,711,480 887,940 △1,763 2,597,657 （541,276） 2,056,381

(注) 1. 事業区分の方法 

     事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

2. 各事業の主な製品 

(1) コンシューマ・コンテンツ関連事業…… ①自社ブランドによる家庭用ゲームソフト及び周辺機器
の制作・販売、玩具等の制作・販売、版権許諾等 

②他社ブランドの家庭用ゲームソフトの制作受託等 
③ 新テクノロジーの研究・技術開発（Ｒ＆Ｄ）事業、 家

庭用ゲーム機向け開発支援システム・ツール、半導体等
の開発・販売等 

(2) ネットワーク・コンテンツ関連事業…… ①携帯電話等のモバイル端末向けエンタテインメント・コ
ンテンツの制作・販売・受託等 

②インターネット上でのオンラインゲーム等のエンタテイ
ンメント・コンテンツの制作・販売・受託等 

(3) その他事業………………………………… 上記事業に属さない製・商品の開発・販売、版権許諾等 

 

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） 

 

 

コンシュー
マ・コンテン
ツ関連事業 

(千円) 

ネットワー
ク・コンテン
ツ関連事業

(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 

3,986,669 3,522,525 38,303 7,547,498 － 7,547,498

(2)セグメント間の内部売
上高又は振替高 

－ － － － － －

計 3,986,669 3,522,525 38,303 7,547,498 － 7,547,498

営業利益 522,332 749,444 20,466 1,292,242 （541,130） 751,112

(注) 1. 事業区分の方法 

     事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

2. 各事業の主な製品 

(1) コンシューマ・コンテンツ関連事業…… ①自社ブランドによる家庭用ゲームソフト及び周辺機器
の制作・販売、玩具等の制作・販売、版権許諾等 

②他社ブランドの家庭用ゲームソフトの制作受託等 
③ 新テクノロジーの研究・技術開発（Ｒ＆Ｄ）事業、 家

庭用ゲーム機向け開発支援システム・ツール、半導体等
の開発・販売等 

(2) ネットワーク・コンテンツ関連事業…… ①携帯電話等のモバイル端末向けエンタテインメント・コ
ンテンツの制作・販売・受託等 

②インターネット上でのオンラインゲーム等のエンタテイ
ンメント・コンテンツの制作・販売・受託等 

③音楽映像コンテンツの制作・配信・受託及び周辺機器の
制作・販売、自社音楽レーベル向けの楽曲の制作・提供
等 

(3) その他事業………………………………… 上記事業に属さない製・商品の開発・販売、版権許諾等 
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【所在地別セグメント情報】 

前第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

 

 
日本 

(千円) 

北米 

(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 3,993,344 531,433 4,524,778 － 4,524,778

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 

98,187 7,078 105,265 (105,265) －

計 4,091,531 538,512 4,630,043 (105,265) 4,524,778

営業利益 1,223,881 96,948 1,320,830 (261,272) 1,059,558

 

当第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

 

 
日本 

(千円) 

北米 

(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 3,037,766 450,872 3,488,638 － 3,488,638

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 

81,780 52,010 133,791 (133,791) －

計 3,119,547 502,882 3,622,430 (133,791) 3,488,638

営業利益 372,483 32,432 404,916 (266,251) 138,665

(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 本国以外の区分に属する主な国又は地域は次のとおりであります。 

北米・・・・アメリカ合衆国 
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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） 

 

 
日本 

(千円) 

北米 

(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 7,612,215 943,560 8,555,776 － 8,555,776

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 

126,702 7,078 133,780 （133,780） －

計 7,738,917 950,639 8,689,557 （133,780） 8,555,776

営業利益 2,433,744 161,812 2,595,556 （539,175） 2,056,381

 

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） 

 

 
日本 

(千円) 

北米 

(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 6,720,753 826,745 7,547,498 － 7,547,498

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 

135,050 52,884 187,934 （187,934） －

計 6,855,803 879,629 7,735,433 （187,934） 7,547,498

営業利益 1,213,392 80,006 1,293,399 （542,286） 751,112

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度により区分しております。 

２ 本邦以外の区分に属する国又は地域は次のとおりであります。 

北米・・・・アメリカ合衆国 
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【海外売上高】 

前第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

 

 北米 欧州 アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 803,571 516,576 1,470 99 1,321,717

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － － 4,524,778

Ⅲ 連結売上高に占める海外
売上高の割合（％） 

17.8 11.4 0.0 0.0 29.2

(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は次のとおりであります。 

(1) 北米……アメリカ合衆国 

(2) 欧州……ドイツ連邦共和国、フランス共和国、ギリシャ共和国、グレートブリテン及び北アイルラン

ド連合王国（イギリス） 

(3) アジア…台湾、シンガポール共和国 

(4) その他…イスラエル国 

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。 

 

当第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

 

 北米 欧州 アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 576,696 77,512 930 465 655,606

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － － 3,488,638

Ⅲ 連結売上高に占める海外
売上高の割合（％） 

16.5 2.2 0.0 0.0 18.8

(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は次のとおりであります。 

(1) 北米……アメリカ合衆国、カナダ 

(2) 欧州……ドイツ連邦共和国、オランダ王国、ギリシャ共和国、グレートブリテン及び北アイルランド

連合王国（イギリス）、イタリア共和国 

(3) アジア…台湾、大韓民国、中華人民共和国 

(4) その他…イスラエル国、オーストラリア連邦 

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。 
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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） 

 

 北米 欧州 アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 1,775,916 719,984 3,921 194 2,500,015

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － － 8,555,776

Ⅲ 連結売上高に占める海外
売上高の割合（％） 

20.8 8.4 0.0 0.0 29.2

(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は次のとおりであります。 

(1) 北米……アメリカ合衆国 

(2) 欧州……ドイツ連邦共和国、フランス共和国、ギリシャ共和国、グレートブリテン及び北アイルラン

ド連合王国（イギリス） 

(3) アジア…台湾、シンガポール共和国 

(4) その他…イスラエル国 

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。 

 

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） 

 

 北米 欧州 アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 1,094,440 682,682 9,903 523 1,787,549

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － － 7,547,498

Ⅲ 連結売上高に占める海外
売上高の割合（％） 

14.5 9.0 0.1 0.0 23.7

(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は次のとおりであります。 

(1) 北米……アメリカ合衆国、カナダ 

(2) 欧州……ドイツ連邦共和国、オランダ王国、ギリシャ共和国、グレートブリテン及び北アイルランド

連合王国（イギリス）、イタリア共和国 

(3) アジア…台湾、大韓民国、中華人民共和国 

(4) その他…イスラエル国、オーストラリア連邦 

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。 

 

（5）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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