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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 41,428 △7.6 2,797 65.0 2,755 54.2 1,144 ―

21年3月期第2四半期 44,847 ― 1,695 ― 1,786 ― △638 ―

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 24.79 24.78
21年3月期第2四半期 △13.49 ―

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 260,170 58,846 19.5 1,098.64
21年3月期 243,083 50,798 20.6 1,083.43

（参考） 自己資本  22年3月期第2四半期  50,724百万円 21年3月期  50,022百万円

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 ― 15.00 ― 15.00 30.00

22年3月期 ― 15.00

22年3月期 
（予想）

― 15.00 30.00

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 100,000 14.6 6,500 20.2 6,200 13.9 3,400 570.5 73.64
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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、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 

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、当社が現時点で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。業績予想の前提の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、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。なお、１株当たり当期純利益の予想に関しましては、上記、22
年３月期第２四半期の期中平均株式数を使用しております。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 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 51,705,748株 21年3月期 51,705,748株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期 5,535,420株 21年3月期 5,534,795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 46,170,595株 21年3月期第2四半期 47,329,602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 

 

(１) 当第２四半期連結累計期間の概況 

 

前第２四半期 

連結累計期間 

（実績） 

当第２四半期 

連結累計期間 

（実績） 

当第２四半期 

連結累計期間 

（期首計画) 

前年同期比 計画比 

売 上 高 44,847百万円 41,428百万円 43,640百万円 △7.6％ △5.1％

営 業 利 益 1,695百万円 2,797百万円 980百万円 ＋65.0％ ＋185.4％

経 常 利 益 1,786百万円 2,755百万円 870百万円 ＋54.2％ ＋216.8％

四半期純利益又は 

四半期純損失（△） 
△638百万円 1,144百万円 390百万円 ＋1,782百万円 ＋193.4％

 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、一部には景気回復の兆しが見られるものの、引き続き雇

用・所得環境の低迷が続いており、雇用への不安等から個人が所得を貯蓄へ回すなど消費への影響が続きました。 

こうした中、当社グループの状況は、リーマンショック前であった前年同期との比較では、リゾートホテル会

員権販売の減少、並びに、ホテル・ゴルフ場の稼動が減少したものの、昨年度より引き続き行っている販売費及

び一般管理費の抜本的な見直しによる高効率化策が効果を現してきたことなどにより、第２四半期連結累計期間

の売上高は41,428百万円（前年同期比7.6％減）、営業利益は2,797百万円（前年同期比65.0％増）、経常利益は

2,755百万円（前年同期比54.2％増）、四半期純利益は1,144百万円（前年同期比1,782百万円の増加）と、減収

増益となりました。 

 

セグメント別の業績等の概要は以下の通りとなっております。 

 

(２)セグメント別業績概況 

【会員権事業】 

 

前第２四半期 

連結累計期間 

（実績） 

当第２四半期 

連結累計期間 

（実績） 

当第２四半期 

連結累計期間 

（期首計画) 

前年同期比 計画比 

売 上 高 11,289百万円 9,616百万円 9,078百万円 △14.8％ ＋5.9％

営業利益又は 

営業損失（△） 
45百万円 84百万円 △946百万円 ＋84.0％ ＋1,030百万円

会員権事業におきましては、リーマンショック前であった前年同期との比較では、不況による個人消費の低迷

などの影響を受け、リゾートホテル会員権の販売が減少したものの、広告宣伝費や人件費などの販売費用の減少

により、減収増益となりました。 

 

【ホテルレストラン等事業】 

 

前第２四半期 

連結累計期間 

（実績） 

当第２四半期 

連結累計期間 

（実績） 

当第２四半期 

連結累計期間 

（期首計画) 

前年同期比 計画比 

売 上 高 26,128百万円 24,687百万円 26,772百万円 △5.5％ △7.8％

営 業 利 益 1,026百万円 2,208百万円 1,428百万円 ＋115.1％ ＋54.7％

ホテルレストラン等事業におきましては、既存ホテルにおける稼動減少などにより減収となったものの、人員

配置の見直し等の経費効率の向上や、前期に新規開業ホテルの準備費用が発生したのに対し、当期は発生しなか

ったことなどにより、減収増益となりました。 
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【ゴルフ事業】 

 

前第２四半期 

連結累計期間 

（実績） 

当第２四半期 

連結累計期間 

（実績） 

当第２四半期 

連結累計期間 

（期首計画) 

前年同期比 計画比 

売 上 高 3,784百万円 4,120百万円 4,412百万円 ＋8.9％ △6.6％

営 業 利 益 83百万円 257百万円 209百万円 ＋207.0％ ＋23.3％

ゴルフ事業におきましては、前期にゴルフ場の改修費用が発生したのに対し、当期は改修後のゴルフ場収益が

貢献したこと、また、ゴルフ場運営を行っている㈱メイプルポイントゴルフクラブ、㈱オークモントゴルフクラ

ブの２社を連結化したことなどにより、増収増益となりました。 

【メディカル事業】 

 

前第２四半期 

連結累計期間 

（実績） 

当第２四半期 

連結累計期間 

（実績） 

当第２四半期 

連結累計期間 

（期首計画) 

前年同期比 計画比 

売 上 高 3,503百万円 2,871百万円 3,248百万円 △18.1％ △11.6％

営 業 利 益 428百万円 135百万円 209百万円 △68.3％ △35.0％

メディカル事業におきましては、メディカル会員権の販売が不調であったことなどにより、減収減益となりま

した。 

【その他事業】 

 

前第２四半期 

連結累計期間 

（実績） 

当第２四半期 

連結累計期間 

（実績） 

当第２四半期 

連結累計期間 

（期首計画) 

前年同期比 計画比 

売 上 高 141百万円 133百万円 130百万円 △5.6％ ＋2.7％

営 業 利 益 110百万円 110百万円 80百万円 ＋0.3％ ＋38.2％

その他事業におきましては、利息収入の減少などにより減収となりましたが、人件費、修繕費などのコスト削

減などにより減収増益となりました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

四半期連結会計期間末の資産、負債、純資産等の状況に関する分析 

（資産） 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ、現金及び預金4,522百万円の増加のほ

か、ゴルフ場運営会社の新規連結などによるコース勘定3,776百万円の増加などにより、260,170百万円（前

連結会計年度比17,086百万円の増加）となりました。 

（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、未竣工物件の販売による前受金

4,585百万円の増加や社債3,051百万円の増加などにより、201,323百万円（前連結会計年度比9,038百万円の

増加）となりました。 

（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、ゴルフ場運営会社の新規連結な

どによる少数株主持分7,216百万円の増加などにより、58,846百万円（前連結会計年度比8,048百万円の増

加）となりました。その結果、当第２四半期連結会計期間末における自己資本比率は 19.5％（前連結会計年

度比1.1ポイント減）となりました。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

今後においても、引き続き市場環境が不透明であることなどから、平成22年３月期 通期の業績については、

売上高を前回発表予想から引き下げ 100,000百万円（前回予想比 5.5％減）と修正するものの、利益について

は、前回発表予想を据え置くことと致しました。 

詳細は、平成21年10月16日付「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

なお、平成21年５月15日に公表した通期連結業績予想との差異は以下の通りであります。 

 

平成22年３月期 通期連結業績予想数値の修正（平成21年４月１日～平成22年３月31日） 

 
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 

前回発表予想（Ａ） 105,800百万円 6,500百万円 6,200百万円 3,400百万円

円 銭

74.43

今回修正予想（Ｂ） 100,000百万円 6,500百万円 6,200百万円 3,400百万円 73.64

増減額（Ｂ-Ａ） △5,800百万円 － － － －

増減率 △5.5％ － － － －

（ご参考）前期実績 

（平成21年３月期） 
87,254百万円 5,407百万円 5,444百万円 507百万円 11.10

 

 

 

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 

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 

第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用

指針」（企業会計基準適用指針第22号 平成20年５月13日）を適用しております。 

これにより、持分法適用関連会社でありました、㈱オークモントゴルフクラブ、及び、㈱メイプルポイ

ントゴルフクラブの２社を連結子会社といたしました。 

これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益は35百万円、経常利益は16百万円及び税金等調整前

四半期純利益は16百万円、それぞれ増加しております。 

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) 継続企業の前提に関する重要事象等 

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：百万円）

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 22,789 18,267

受取手形及び売掛金 4,321 5,668

営業貸付金 27,898 27,136

有価証券 11,502 10,001

商品 361 365

販売用不動産 22,202 23,352

原材料及び貯蔵品 744 775

仕掛販売用不動産 26,666 24,949

繰延税金資産 3,140 2,707

その他 5,406 6,377

貸倒引当金 △899 △892

流動資産合計 124,133 118,708

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 49,679 49,969

機械装置及び運搬具（純額） 3,719 4,167

コース勘定 12,332 8,555

土地 24,787 24,105

建設仮勘定 5,254 4,572

その他（純額） 5,400 5,839

有形固定資産合計 101,173 97,210

無形固定資産   

のれん 382 407

ソフトウエア 903 989

その他 2,731 2,147

無形固定資産合計 4,016 3,544

投資その他の資産   

投資有価証券 8,959 6,036

関係会社株式 3,116 7,233

長期貸付金 5,410 5,254

繰延税金資産 512 558

その他 16,511 7,215

貸倒引当金 △3,642 △2,508

投資損失引当金 △21 △170

投資その他の資産合計 30,845 23,619

固定資産合計 136,036 124,374

資産合計 260,170 243,083
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（単位：百万円）

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   

支払手形及び買掛金 731 714

短期借入金 23,242 27,996

1年内返済予定の長期借入金 9,621 6,895

1年内償還予定の社債 1,768 1,098

未払法人税等 1,902 857

未払消費税等 539 226

前受金 22,662 18,076

前受収益 4,649 4,919

その他 9,165 10,117

流動負債合計 74,282 70,902

固定負債   

社債 5,783 3,402

長期借入金 12,861 8,868

繰延税金負債 1,466 1,465

再評価に係る繰延税金負債 33 33

退職給付引当金 545 430

役員退職慰労引当金 1,530 1,514

長期預り保証金 100,948 102,533

負ののれん 19 26

その他 3,852 3,107

固定負債合計 127,041 121,382

負債合計 201,323 192,285

純資産の部   

株主資本   

資本金 14,258 14,258

資本剰余金 13,906 13,906

利益剰余金 31,490 31,038

自己株式 △9,083 △9,082

株主資本合計 50,571 50,120

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 106 △144

土地再評価差額金 46 46

評価・換算差額等合計 152 △97

新株予約権 130 －

少数株主持分 7,991 775

純資産合計 58,846 50,798

負債純資産合計 260,170 243,083

リゾートトラスト株式会社　（4681）平成22年３月期　第２四半期決算短信

－7－



(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

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 44,847 41,428

売上原価 8,485 7,707

売上総利益 36,362 33,720

販売費及び一般管理費   

給料及び賞与 13,107 11,894

役員退職慰労引当金繰入額 75 73

修繕維持費 1,298 851

貸倒引当金繰入額 220 127

水道光熱費 2,158 1,818

減価償却費 2,705 2,572

その他 15,101 13,584

販売費及び一般管理費合計 34,666 30,923

営業利益 1,695 2,797

営業外収益   

受取利息 173 144

受取配当金 51 20

割賦利息及び手数料 11 6

持分法による投資利益 － 4

負ののれん償却額 6 6

受取保険金 54 －

法人税等還付加算金 － 58

その他 86 83

営業外収益合計 383 324

営業外費用   

支払利息及び社債利息 152 152

持分法による投資損失 7 －

株式交付費 0 －

前受金保証料 25 46

控除対象外消費税等 52 76

その他 54 90

営業外費用合計 291 366

経常利益 1,786 2,755

特別利益   

固定資産売却益 2 0

投資有価証券売却益 0 －

関係会社株式売却益 56 3

貸倒引当金戻入額 9 －

投資損失引当金戻入額 － 2

特別利益合計 69 5
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（単位：百万円）

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) 

特別損失   

固定資産除却損 125 51

固定資産売却損 0 0

投資有価証券評価損 22 14

投資有価証券売却損 10 －

関係会社株式売却損 3 4

投資損失引当金繰入額 170 －

貸倒引当金繰入額 310 207

寄付金 45 45

その他 0 14

特別損失合計 690 339

税金等調整前四半期純利益 1,165 2,422

法人税、住民税及び事業税 924 1,838

法人税等調整額 899 △555

法人税等合計 1,824 1,282

少数株主損失（△） △19 △5

四半期純利益又は四半期純損失（△） △638 1,144
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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 1,165 2,422

減価償却費 3,019 2,934

のれん及び負ののれん償却額 △6 18

貸倒引当金の増減額（△は減少） 478 331

退職給付引当金の増減額（△は減少） 70 177

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 74 16

受取利息及び受取配当金 △224 △165

支払利息及び社債利息 152 152

投資有価証券評価損益（△は益） 22 14

投資損失引当金の増減額（△は減少） 170 △2

売上債権の増減額（△は増加） △881 624

たな卸資産の増減額（△は増加） △312 △514

仕入債務の増減額（△は減少） △15 17

未払金の増減額（△は減少） △1,281 △1,814

前受金の増減額（△は減少） 7,574 4,580

長期預り保証金の増減額（△は減少） △1,164 △1,908

未払消費税等の増減額（△は減少） 364 370

その他 △703 △336

小計 8,505 6,920

利息及び配当金の受取額 193 137

利息の支払額 △157 △151

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △2,917 1,165

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,623 8,070

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 △10,629 △7,071

定期預金の払戻による収入 10,140 7,130

有価証券の取得による支出 △10,987 △9,496

有価証券の売却及び償還による収入 12,000 12,500

投資有価証券の取得による支出 △500 △2,517

投資有価証券の売却及び償還による収入 4,214 －

関係会社株式の取得による支出 △440 △17

関係会社株式の売却による収入 － 61

有形及び無形固定資産の取得による支出 △3,029 △2,547

貸付けによる支出 △638 △236

貸付金の回収による収入 308 52

その他 40 △398

投資活動によるキャッシュ・フロー 480 △2,539
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（単位：百万円）

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） 9,634 △4,754

長期借入れによる収入 － 8,700

長期借入金の返済による支出 △2,340 △3,631

社債の発行による収入 － 3,453

社債の償還による支出 △1,581 △449

株式の発行による収入 82 －

自己株式の取得による支出 △7,582 △0

配当金の支払額 △1,239 △692

少数株主への配当金の支払額 △0 △0

その他 200 1,315

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,827 3,940

現金及び現金同等物に係る換算差額 1 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,277 9,472

現金及び現金同等物の期首残高 22,065 17,060

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

－ 59

現金及び現金同等物の四半期末残高 25,343 26,592
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

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） 

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） 

(単位：百万円) 

 会員権事業 
ホテルレスト
ラン等事業

ゴルフ事業
メディカル
事業 

その他事業 計 
消去又は
全社 

連結 

売上高  

(1)外部顧客に対する売
上高 

11,289  26,128 3,784 3,503 141 44,847 － 44,847 

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高 

15  765 16 4 276 1,079 （1,079） － 

計 11,304  26,894 3,801 3,508 418 45,927 （1,079） 44,847 

営業利益 45  1,026 83 428 110 1,695 － 1,695 

(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.各事業区分の主要な事業内容 

会員権事業……………………ホテル会員権の販売及びホテル会員権購入者を対象とした金銭の貸与 

ホテルレストラン等事業……ホテル・レストラン等の運営、ホテルの清掃、会員サービス（ワンダーネッ

ト事業の売上高、継続料収入、名義変更料、旅行部門の売上高、通販売上、

会員制ホテルの交換利用における手数料収入）、損害保険代理業、ヘアアク

セサリー等の製造・販売及びトータルビューティー事業、テレマーケティン

グ事業 

ゴルフ事業……………………ゴルフ場の建設及び経営、ゴルフ会員権の販売及びゴルフ会員権購入者を対

象とした金銭の貸与 

メディカル事業………………メディカル会員権の販売、その管理及びメディカル会員権購入者を対象とし

た金銭の貸与、医療施設経営のコンサルティング事業、医療設備賃貸業 

その他事業……………………不動産の賃貸、別荘管理等 

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） 

(単位：百万円) 

 会員権事業 
ホテルレスト
ラン等事業

ゴルフ事業
メディカル
事業 

その他事業 計 
消去又は
全社 

連結 

売上高  

(1)外部顧客に対する売
上高 

9,616 24,687 4,120 2,871 133 41,428 － 41,428

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高 

3 1,081 36 0 270 1,392 （1,392） －

計 9,620 25,768 4,156 2,871 404 42,821 （1,392） 41,428

営業利益 84 2,208 257 135 110 2,797 － 2,797

(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.各事業区分の主要な事業内容 

会員権事業……………………ホテル会員権の販売及びホテル会員権購入者を対象とした金銭の貸与 

ホテルレストラン等事業……ホテル・レストラン等の運営、ホテルの清掃、会員サービス（ワンダーネッ

ト事業の売上高、継続料収入、名義変更料、旅行部門の売上高、通販売上、

会員制ホテルの交換利用における手数料収入）、損害保険代理業、ヘアアク

セサリー等の製造・販売及びトータルビューティー事業、テレマーケティン

グ事業 

ゴルフ事業……………………ゴルフ場の建設及び経営、ゴルフ会員権の販売及びゴルフ会員権購入者を対

象とした金銭の貸与 
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メディカル事業………………メディカル会員権の販売、その管理及びメディカル会員権購入者を対象とし

た金銭の貸与、医療施設経営のコンサルティング事業、医療設備賃貸業 

その他事業……………………不動産の賃貸、別荘管理等 

３. 会計処理方法の変更 

（連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針） 

【定性的情報・財務諸表等】４.その他（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

示方法等の変更に記載のとおり、第１四半期連結累計期間より「連結財務諸表における子会社及び関連

会社の範囲の決定に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第22号 平成20年５月13日）を適用して

おります。これにより、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の売上高がゴル

フ事業で609百万円増加、営業利益が会員権事業で０百万円、ホテルレストラン等事業で11百万円、ゴ

ルフ事業で21百万円、メディカル事業で０百万円、その他事業で０百万円それぞれ増加しております。 

また、ゴルフ事業における資産が前連結会計年度末に比べ増加しております。 

その概要は、次のとおりであります。 

㈱オークモントゴルフクラブ       5,436百万円 

㈱メイプルポイントゴルフクラブ     7,907百万円 

 

【所在地別セグメント情報】 

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）における本邦以

外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、その記載を省略しており

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）における本邦以

外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、その記載を省略しており

ます。 

【海外売上高】 

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）における海外売上

高は、連結売上高の10％未満のため、その記載を省略しております。 

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）における海外売上

高は、連結売上高の10％未満のため、その記載を省略しております。 

 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

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） 

該当事項はありません。 

  

６.その他の情報 

別途、営業内容（販売実績、稼働率等）を補足参考資料として開示しております。 

 

－13－


