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1.  平成21年12月期第3四半期の連結業績（平成21年1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 ％

21年12月期第3四半期 5,508 ― 991 ― 1,073 ― 670 ―
20年12月期第3四半期 6,710 156.6 1,333 ― 1,239 ― 450 ―

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3四半期 7,535.32 ―
20年12月期第3四半期 4,840.45 ―

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3四半期 13,407 4,502 33.3 51,588.03
20年12月期 9,079 3,915 43.0 43,601.07

（参考） 自己資本   21年12月期第3四半期  4,469百万円 20年12月期  3,900百万円

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

20年12月期 ― ― ― 670.00 670.00
21年12月期 ― ― ―
21年12月期 

（予想）
670.00 670.00

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 7,681 △14.4 1,314 △29.5 1,409 △10.4 833 △13.1 9,425.39

－1－



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 
 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。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年12月期第3四半期 95,630株 20年12月期  95,630株
② 期末自己株式数 21年12月期第3四半期  8,993株 20年12月期  6,175株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第3四半期 88,958株 20年12月期第3四半期 93,167株



当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、輸出、生産、個人消費等に持ち直しの動きが見

られたものの、依然として企業業績の不振や雇用環境の悪化、設備投資の減少等厳しい状況が続きまし

た。 

 情報通信・ネットワーク市場におきまして、コンシューマー向け製品の売上高は前年同四半期と同等

に推移しておりますが、企業向け製品においては、近年の景況感の悪化を受け、企業が設備投資を控え

るなど、低調に推移していると判断されます。 

 この経営環境下、当第３四半期連結累計期間は、当社グループの主要分野であるネットワーク関連製

品の品質向上や顧客価値の拡大を図るための新たなプロダクトマーケティングへの着手等、営業体制の

強化を引続き実施してまいりました。他方、費用面ではグループ全体にて、固定費の徹底的な圧縮等、

抜本的な収益対策を継続的に講じてまいりました。 

 また、金融事業におきましては、各種キャンペーンやアフィリエイトを中心とする広告活動を継続的

に実施するなど、口座獲得施策を積極的に展開する一方、より安心・安全な品質を提供すべく、システ

ムの増強や第三者機関による管理体制の評価などに注力してまいりました。 

以上の状況において、当第３四半期連結累計期間の売上高は5,508,894千円となりました。連結経常

利益は1,073,040千円、連結四半期純利益は670,332千円となりました。  

  

事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

① 情報通信・ネットワーク関連事業 

当事業部門におきましては、売上高は2,082,683千円となりました。 

② 金融サービス事業 

当事業部門におきましては、売上高は3,426,211千円となりました。 

  

所在地別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

日本 

日本における売上高は5,406,337千円となりました。 

アジアおよびその他地域 

アジア地域における売上高は102,557千円となりました。 

  

  

＜資産＞  

 資産合計は前連結会計年度末比4,328,139千円増の13,407,179千円であります。個別科目ごとに見て

いきますと、現金及び預金は508,597千円増の1,758,690千円であります。売掛金は253,067千円減の

449,378千円であります。たな卸資産は前連結会計年度末比36,868千円増の565,359千円であります。 

 投資有価証券は18,544千円減の644,667千円となりました。 

 なお、第１四半期連結会計期間より株式会社MJにおいて差入証拠金と顧客分別金の表示を変更し、一

括して外国為替差入証拠金としております。この変更により外国為替差入証拠金(差入証拠金と顧客分

別金との合計額)は前連結会計年度末比2,501,972千円増の7,154,352千円となりました。一方、値洗い

によって発生する支払差金を流動負債の預り証拠金と相殺表示しておりましたが、第１四半期連結会計

期間より、明瞭表示のため流動資産の支払差金勘定として区分掲記し、預り証拠金を総額で表示してお

【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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ります。この変更により支払差金勘定として1,787,818千円が計上され、預り証拠金(負債)も同額増加

しております。 

＜負債＞ 

 負債合計は前連結会計年度末比3,741,788千円増の8,905,007千円であります。個別科目ごとに見てい

きますと、買掛金は23,705千円減の542,222千円であります。 

 なお、第１四半期連結会計期間より株式会社MJにおいて、預り証拠金の表示を変更し、外国為替受入

証拠金としております。外国為替受入証拠金(預り証拠金)は上記＜資産＞の項記載の変更を含め前連結

会計年度末比3,607,824千円増の6,970,348千円となりました。 

＜純資産＞ 

純資産合計は、586,350千円増の4,502,171千円となりました。個別科目ごとに見ていきますと、利益

剰余金は610,398千円増の1,303,825千円となりました。これは四半期純利益670,332千円が影響してお

ります。 

  

平成21年12月期の通期の業績の見通しにつきましては、平成21年10月26日に開示いたしました「平成21

年12月期通期業績予想の修正に関するお知らせ」で発表した数値から変更しておりません。 

 当期における実際の業績につきましては、当社及び当社グループを取り巻く経済情勢、市場の動向、為

替レートの変動などの様々な要因により本資料発表日現在の見通しとは異なる可能性を多く含んでおりま

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。 

  

１．簡便な会計処理 

①固定資産の減価償却費の算定方法 

固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積を考慮した予算に基づく年間償却予定額を期間按

分する方法によっております。 

 なお、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額を期間按分して

算定する方法によっております。 

  

②法人税並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定す

る方法によっております。 

 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ので、前連結会計年度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。 

  

①四半期財務諸表に関する会計基準等の適用 

「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企

業会計基準適用指針第14号)を第１四半期連結会計期間から適用しております。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。 

  

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」（企業会計基準委員会 企業会計基準第13号

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」（企業会計基準委員会 企業

会計基準適用指針第16号 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になったことに伴い、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。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度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を引き続き採用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

  

③棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

「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

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

プラネックスホールディング㈱（6784）平成21年12月期　第3四半期決算短信



号)を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法(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。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。 

  

④表示方法の変更 

(四半期連結貸借対照表) 

前連結会計年度において、値洗いによって発生する支払差金を流動負債の「預り証拠金」と相殺表示

しておりましたが、第１四半期連結会計期間より、明瞭表示のため流動資産の「支払差金勘定」として

区分掲記し、「預り証拠金」(外国為替受入証拠金：下記参照)を総額で表示しております。 

 なお、前連結会計年度の「預り証拠金」に含まれる「支払差金勘定」は、1,555,230千円でありま

す。  

  

前連結会計年度において、流動資産の「差入証拠金」と「顧客分別金」、流動負債の「預り証拠金」

については、EDINETタクソノミの勘定科目に変更し、第１四半期連結会計期間から「差入証拠金」と

「顧客分別金」を「外国為替差入証拠金」、「預り証拠金」を「外国為替受入証拠金」と表示しており

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３四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20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,758,690 1,250,092

売掛金 449,378 702,446

たな卸資産 565,359 528,490

繰延税金資産 306,155 459,157

外国為替差入証拠金 7,154,352 －

差入証拠金 － 440,066

顧客分別金 － 4,212,314

支払差金勘定 1,787,818 －

その他 126,619 184,797

貸倒引当金 △9,478 △81,263

流動資産合計 12,138,895 7,696,102

固定資産   

有形固定資産   

建物 41,881 48,542

減価償却累計額 △12,794 △14,420

建物（純額） 29,087 34,122

車両運搬具 10,584 453

減価償却累計額 △4,289 △158

車両運搬具（純額） 6,294 294

工具、器具及び備品 557,984 538,613

減価償却累計額 △326,896 △202,927

工具、器具及び備品（純額） 231,087 335,685

有形固定資産合計 266,469 370,102

無形固定資産   

のれん － 5,059

ソフトウエア 124,113 91,214

その他 2,309 2,448

無形固定資産合計 126,422 98,723

投資その他の資産   

投資有価証券 644,667 663,211

差入保証金 3,232 16,398

繰延税金資産 9,015 9,768

その他 235,165 227,864

貸倒引当金 △16,690 △3,131

投資その他の資産合計 875,390 914,111

固定資産合計 1,268,283 1,382,937

資産合計 13,407,179 9,079,039
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(単位：千円)

当第３四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20年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 542,222 565,928

1年内償還予定の社債 － 15,000

短期借入金 500,000 －

1年内返済予定の長期借入金 3,996 －

未払法人税等 72,325 533,129

未払金 298,617 260,553

賞与引当金 20,953 9,203

返品調整引当金 7,532 6,843

預り証拠金 － 3,362,524

外国為替受入証拠金 6,970,348 －

オプション負債 108,198 167,475

その他 169,390 139,914

流動負債合計 8,693,584 5,060,572

固定負債   

長期借入金 34,006 －

繰延税金負債 72,282 24,146

劣後特約付借入金 78,500 78,500

関係会社整理損失引当金 24,494 －

負ののれん 2,139 －

固定負債合計 211,422 102,646

負債合計 8,905,007 5,163,218

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,067,229 2,067,229

資本剰余金 1,567,423 1,567,423

利益剰余金 1,303,825 693,427

自己株式 △316,570 △227,874

株主資本合計 4,621,908 4,100,206

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △41,564 △109,598

繰延ヘッジ損益 △17,697 △6,757

為替換算調整勘定 △93,213 △83,516

評価・換算差額等合計 △152,475 △199,872

少数株主持分 32,739 15,487

純資産合計 4,502,171 3,915,821

負債純資産合計 13,407,179 9,079,039
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 5,508,894

製品売上高 2,082,683

金融収益 3,426,211

売上原価 2,110,650

売上総利益 3,398,243

返品調整引当金繰入額 7,532

返品調整引当金戻入額 6,843

差引売上総利益 3,397,554

販売費及び一般管理費  

役員報酬 164,483

給料及び賞与 330,413

広告宣伝費 478,145

運賃 33,029

賞与引当金繰入額 22,655

業務委託費 134,884

研究開発費 2,347

その他 1,239,976

販売費及び一般管理費合計 2,405,936

営業利益 991,617

営業外収益  

受取利息及び配当金 4,110

為替差益 3,110

デリバティブ評価益 74,905

雑収入 4,688

営業外収益合計 86,814

営業外費用  

支払利息 3,464

雑損失 1,926

営業外費用合計 5,391

経常利益 1,073,040

特別利益  

固定資産売却益 28,977

貸倒引当金戻入額 3,275

前期損益修正益 11,478

特別利益合計 43,731
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(単位：千円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

特別損失  

固定資産除却損 28,194

投資有価証券評価損 48,814

投資有価証券売却損 2,648

子会社整理損 5,100

関係会社整理損失引当金繰入額 24,679

たな卸資産評価損 1,400

前期損益修正損 10,830

特別損失合計 121,669

税金等調整前四半期純利益 995,102

法人税、住民税及び事業税 149,005

法人税等調整額 158,512

法人税等合計 307,518

少数株主利益 17,251

四半期純利益 670,332
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【第３四半期連結会計期間】 

(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 1,939,467

製品売上高 633,445

金融収益 1,306,021

売上原価 636,591

売上総利益 1,302,875

返品調整引当金繰入額 －

返品調整引当金戻入額 772

差引売上総利益 1,303,647

販売費及び一般管理費  

役員報酬 53,156

給料及び賞与 96,070

広告宣伝費 186,464

運賃 9,486

賞与引当金繰入額 13,004

業務委託費 49,835

研究開発費 317

その他 401,151

販売費及び一般管理費合計 809,487

営業利益 494,160

営業外収益  

受取利息及び配当金 2,280

為替差益 27,470

雑収入 1,207

営業外収益合計 30,958

営業外費用  

支払利息 1,225

デリバティブ評価損 60,813

雑損失 396

営業外費用合計 62,435

経常利益 462,683

特別利益  

貸倒引当金戻入額 697

投資有価証券評価損戻入益 1,518

前期損益修正益 7,483

特別利益合計 9,699
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

特別損失  

固定資産売却損 888

固定資産除却損 8,857

投資有価証券売却損 70

関係会社整理損失引当金繰入額 9,213

たな卸資産評価損 34

特別損失合計 19,065

税金等調整前四半期純利益 453,317

法人税、住民税及び事業税 68,051

法人税等調整額 107,721

法人税等合計 175,773

少数株主利益 15,775

四半期純利益 261,769
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１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 995,102

減価償却費 171,896

のれん償却額 7,199

貸倒引当金の増減額（△は減少） △58,860

賞与引当金の増減額（△は減少） 11,750

返品調整引当金の増減額（△は減少） 689

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） 24,494

子会社整理損 5,100

たな卸資産評価損 1,400

投資有価証券売却損益（△は益） 2,648

投資有価証券評価損益（△は益） 48,814

有形固定資産売却損益（△は益） 1,022

有形固定資産除却損 27,011

無形固定資産売却損益（△は益） △30,000

無形固定資産除却損 1,182

前期損益修正損益（△は益） △648

デリバティブ評価損益（△は益） △74,905

受取利息及び受取配当金 △4,110

支払利息 3,464

為替差損益（△は益） △2,761

売上債権の増減額（△は増加） 258,884

たな卸資産の増減額（△は増加） △36,704

仕入債務の増減額（△は減少） △28,896

未払金の増減額（△は減少） 69,714

外国為替差入証拠金の増減額（△は増加） △7,154,352

差入証拠金の増減額（△は増加） 440,066

顧客分別金の増減額（△は増加） 4,212,314

外国為替受入証拠金の増減額（△は減少） 6,970,348

預り証拠金の増減額（△は減少） △3,362,524

支払差金勘定の増減額（△は増加） △1,787,818

その他 8,170

小計 719,695

利息及び配当金の受取額 3,809

利息の支払額 △3,468

法人税等の支払額 △609,809

営業活動によるキャッシュ・フロー 110,227
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(単位：千円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

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 △200,112

投資有価証券の売却による収入 104,001

有形固定資産の取得による支出 △65,243

有形固定資産の売却による収入 207

無形固定資産の取得による支出 △65,047

無形固定資産の売却による収入 30,000

短期貸付金の増減額（△は増加） 90

長期貸付けによる支出 △972

長期貸付金の回収による収入 3,115

敷金の差入による支出 △3,853

その他 4,223

投資活動によるキャッシュ・フロー △193,592

財務活動によるキャッシュ・フロー  

社債の償還による支出 △15,000

短期借入金の純増減額（△は減少） 500,000

長期借入れによる収入 40,000

長期借入金の返済による支出 △1,998

配当金の支払額 △49,823

自己株式の取得による支出 △88,696

財務活動によるキャッシュ・フロー 384,482

現金及び現金同等物に係る換算差額 7,368

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 308,485

現金及び現金同等物の期首残高 1,215,092

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,523,577
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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。 

  

該当事項なし 

  

当第３四半期連結会計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日) 

  

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２  各区分の主な製品 

(1) 情報通信・ネットワーク関連製品事業・・・NIC(LANアダプタ)、ハブ、スイッチングハブ、インテリジェン

トハブ、レイヤ3/4スイッチングハブ、ギガビットスイッチングハブ、ワイヤレス製品、ネットワークカメ

ラ、プリントサーバ、ケーブル、USB/Bluetooth関連製品、ブロードバンドルータ、VoIP、サーバ類(NAS)、

携帯万能、ユーティリティソフト、パッケージソフト、その他ネットワーク構築・工事、ネットワーク保守

サービス、その他 

(2) 金融事業・・・外国為替証拠金取引 

  

  当第３四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日) 

  

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２  各区分の主な製品 

(1) 情報通信・ネットワーク関連製品事業・・・NIC(LANアダプタ)、ハブ、スイッチングハブ、インテリジェン

トハブ、レイヤ3/4スイッチングハブ、ギガビットスイッチングハブ、ワイヤレス製品、ネットワークカメ

ラ、プリントサーバ、ケーブル、USB/Bluetooth関連製品、ブロードバンドルータ、VoIP、サーバ類(NAS)、

携帯万能、ユーティリティソフト、パッケージソフト、その他ネットワーク構築・工事、ネットワーク保守

サービス、その他 

(2) 金融事業・・・外国為替証拠金取引 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

１ 事業の種類別セグメント情報

情報通信・ネッ
トワーク関連事
業(千円)

金融事業
(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

633,445 1,306,021 1,939,467 ― 1,939,467

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

159,939 ─ 159,939 (159,939) ―

計 793,385 1,306,021 2,099,406 (159,939) 1,939,467

営業利益又は営業損失(△) △10,069 466,668 456,599 37,561 494,160

情報通信・ネッ
トワーク関連事
業(千円)

金融事業
(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

2,082,683 3,426,211 5,508,894 ― 5,508,894

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

409,204 ─ 409,204 (409,204) ―

計 2,491,888 3,426,211 5,918,099 (409,204) 5,508,894

営業利益又は営業損失(△) △19,919 987,519 967,599 24,017 991,617
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当第３四半期連結会計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日) 

  

 
(注) １ 国又は地域は、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地域の内訳は次のとおりであります。 

    アジア………………台湾 

  

  

   当第３四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日) 

  

 
(注) １ 国又は地域は、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地域の内訳は次のとおりであります。 

    アジア………………台湾 

  

  

２ 所在地別セグメント情報

日本 
(千円)

アジア
(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

1,911,004 28,462 1,939,467 ― 1,939,467

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ 10,435 10,435 (10,435) ―

計 1,911,004 38,898 1,949,902 (10,435) 1,939,467

営業利益又は営業損失(△) 525,536 △16,850 508,686 (14,525) 494,160

日本 
(千円)

アジア
(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

5,406,337 102,557 5,508,894 ― 5,508,894

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ 171,205 171,205 (171,205) ―

計 5,406,337 273,763 5,680,100 (171,205) 5,508,894

営業利益又は営業損失(△) 1,081,755 △55,826 1,025,929 (34,311) 991,617
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当第３四半期連結会計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日) 

  

 
(注) １ 国又は地域は、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地域の内訳は次のとおりであります。 

  アジア………………台湾、香港、タイ、シンガポール、インド、スリランカ、フィリピン、ブルネイ 

                  シリア 

  その他………………イギリス、イタリア、ポーランド、スウェーデン、アメリカ、カナダ、ブラジル 

  

   当第３四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日) 

  

 
(注) １ 国又は地域は、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地域の内訳は次のとおりであります。 

  アジア………………台湾、香港、タイ、シンガポール、アラブ首長国連邦、バングラデシュ、インド、 

                  マレーシア、スリランカ、フィリピン、ブルネイ、シリア 

  その他………………イギリス、イタリア、ポーランド、スウェーデン、アメリカ、カナダ、ブラジル 

  
  

該当事項はありません。 

３ 海外売上高

アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 46,299 8,670 54,970

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 1,939,467

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

2.4 0.4 2.8

アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 192,839 19,798 212,638

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 5,508,894

Ⅲ 連結売上高に占める海外
売上高の割合(％)

3.5 0.4 3.9

(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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 （要約）前四半期連結損益計算書 

「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

前四半期連結累計期間

(自 平成20年１月１日
至 平成20年９月30日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 売上高 6,710,732

Ⅱ 売上原価 2,834,507

   売上総利益 3,876,224

   返品調整引当金 
   繰入額

7,337

   返品調整引当金 
   戻入額

△34,753

   差引売上総利益 3,903,641

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,569,698

   営業利益又は 
      営業損失(△)

1,333,942

Ⅳ 営業外収益 104,465

Ⅴ 営業外費用 198,957

   経常利益又は 
      経常損失(△)

1,239,450

Ⅵ 特別利益 16,094

Ⅶ 特別損失 78,142

   税金等調整前四半期純利益 
   又は税金等調整前四半期 
   (当期)純損失(△)

1,177,402

   税金費用 435,531

   少数株主利益 
   又は少数株主損失(△)

290,900

   四半期純利益又は 
   四半期(当期)純損失(△)

450,970
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