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1.  平成22年5月期第2四半期の連結業績（平成21年6月1日～平成21年11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5月期第2四半期 197 △64.9 △257 ― △277 ― △297 ―

21年5月期第2四半期 563 ― △118 ― △161 ― △102 ―

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5月期第2四半期 △4,947.93 ―

21年5月期第2四半期 △1,695.84 ―

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5月期第2四半期 2,101 696 32.9 11,490.33
21年5月期 2,573 992 38.6 16,514.17

（参考） 自己資本   22年5月期第2四半期  690百万円 21年5月期  992百万円

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5月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

22年5月期 ― 0.00

22年5月期 
（予想）

0.00 0.00 0.00

3.  平成22年5月期の連結業績予想（平成21年6月1日～平成22年5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  有  
 

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 845 20.4 △232 ― △264 ― △284 ― △4,726.64
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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  有  
詳細は、6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） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記の予想は、本資料発表日現在において予想できる経済情勢、市場動向などを前提として作成したものであり、今後のさまざまな要因により予想と異な
る結果となる可能性があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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5月期第2四半期 63,841株 21年5月期  63,841株

② 期末自己株式数 22年5月期第2四半期  3,756株 21年5月期  3,756株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年5月期第2四半期 60,085株 21年5月期第2四半期 60,709株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、海外経済の回復に伴う輸出の増加、及びエコカー減税やエコ

ポイント制度などの政策による個人消費の持ち直しはあるものの、公共投資は頭打ちとなり、設備投資は落ち込みが

続いております。当社グループの主要取引先である半導体メーカーも、稼働率は回復しつつあるものの、本格的な設

備投資計画の再開には至っておりません。 

 このような状況の中、当社グループでは、 小限の組織体制とコスト構造を維持しつつ需要の取り込みを図る活動

を継続いたしました。 

当社グループの主力製品であるＣＣＤ／Ｃ－ＭＯＳイメージャ向け検査用光源装置につきましては、半導体メー

カーの稼働率改善を受け、メンテナンスサービスは堅調に推移し、また、生産設備の増強に伴う光源装置本体への受

注状況が年初で底を打ち改善傾向にはありますものの、未だ昨年来の大幅な落ち込みを回復する水準には至りません

でした。 

太陽光発電関連製品への取り組みにつきましては、2009年４月に販売代理店契約を締結した、太陽光発電モジュ

ールのシミュレーターの導入実績において中国国内でトップシェアを有するＧｓｏｌａｒ Ｐｏｗｅｒ社の製品につ

きましては、日本国内において第１号機を販売いたしました。 

同年８月には、太陽光発電モジュールの生産・販売において世界トップクラスの実績を有するインリーグリーン

エナジーホールディングとの間で業務提携契約を締結し、競争的な価格で太陽光発電モジュールの提供を受け、公

共・産業用に日本国内での販売を開始いたしました。家庭用につきましては、同年11月に、連結子会社である株式会

社ＢＩＪを通して、「インリーソーラー」（※）製品を採用した住宅用太陽光発電システムの国内代理店への供給を

開始いたしました。 

また、同じく11月には、2008年に世界 大の太陽光発電モジュール生産国となった中国の国内市場において太陽

光発電モジュール用ラミネーターの導入実績が累計60％以上のトップシェアを有するOrient社と販売代理店契約を締

結し、同社製太陽光発電モジュール用ラミネーターの販売を開始いたしました。しかしながら、これらの取り組みに

よる売上高への貢献は、当第２四半期連結累計期間においては未だ少額に留まり、概ね第３四半期以降に持ち越され

る結果となりました。 

当第18期より、滞留たな卸資産の評価をより厳格にした結果として、たな卸資産評価損117百万円を売上原価に計

上いたしました。また、販売費及び一般管理費は、前第４四半期連結会計期間からの削減策実施の結果として227百

万円となっており、前年同期の333百万円からは大きく減少しております。さらに、貸与機械設備の貸与期間の終了

に伴い除却を行ったことにより、固定資産除却損21百万円を特別損失に計上しております。 

以上のような状況から、当第２四半期連結累計期間の経営成績は、売上高197百万円（前年同期563百万円に対し

64.9％の減少）、営業損失257百万円（前年同期営業損失118百万円）、経常損失277百万円（前年同期経常損失161百

万円）、四半期純損失297百万円（前年同期四半期純損失102百万円）となりました。 

  

 ※「インリーソーラー」は、インリーグリーンエナジーホールディングの販売する太陽光発電モジュールの商標名

です。 

  

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。 

  

(電子部品検査装置事業)  

当社グループの主力製品であるＣＣＤ／Ｃ－ＭＯＳイメージャ向け検査用光源装置につきましては、半導体メー

カーの稼働率改善を受けメンテナンスサービスは堅調に推移し、生産設備の増強に伴う光源装置本体への受注状況は

年初で底を打ち改善傾向にはありますものの、未だ昨年来の大幅な落ち込みを回復する水準には至りませんでした。

太陽光発電関連製品への取り組みにつきましては、関連企業との提携を含め販売体制の構築を進めております

が、当第２四半期連結累計期間においては売上高への貢献は未だ少額に留まり、概ね第３四半期以降に持ち越される

結果となりました。 

 このような状況の中、当セグメントの外部顧客に対する売上高は197百万円となりました。 

  

(セキュリティ関連事業)  

従来、セキュリティ関連事業に割り当てていた経営資源を、主として太陽光発電関連製品への取り組みに振り向

けていることもあり、当セグメントの外部顧客に対する売上高はありませんでした。  

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
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  資産、負債及び純資産の状況  

 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472百万円減少し、2,101百万円となりました。

流動資産は、前連結会計年度末に比べ503百万円減少し、1,345百万円となりました。これは主に現金及び預金の減少

等によるものであります。固定資産は、前連結会計年度末に比べ31百万円増加し、755百万円となりました。 

 当第２四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ177百万円減少し、1,404百万円となりました。流

動負債は、前連結会計年度末に比べ115百万円減少し、789百万円となり、固定負債は、前連結会計年度末に比べ62百

万円減少し、614百万円となりました。これらは、社債の償還、長期借入金の返済によるものであります。 

 当第２四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ295百万円減少し、696百万円となりました。こ

れは主に当第２四半期連結累計期間の四半期純損失297百万円の計上によるものであります。  

   

キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ451百万円減少し、

419百万円となりました。  

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは79百万円の支出（前年同期131百万円の

支出）となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失296百万円はあったものの、たな卸資産評価損117百万

円、有形固定資産除却損21百万円、減価償却費31百万円があったこと等によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは175百万円の支出（前年同期427百万円

の支出）となりました。これは主に貸付けによる支出100百万円、定期預金の預入による支出108百万円があったこと

等によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは185百万円の支出（前年同期237百万円の

支出）となりました。これは主に長期借入れによる収入150百万円があったものの、長期借入金の返済による支出294

百万円があったこと等によるものです。  

  

２．連結財政状態に関する定性的情報
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当社グループの主力製品であるＣＣＤ／Ｃ－ＭＯＳイメージャ向け検査用光源装置につきましては、半導体メー

カーの稼働率改善を受けたメンテナンスサービスの取り込みや、設備投資計画の再開を見据えた光源装置本体への

先行的受注の獲得に努めてまいります。 

新規事業として立上げに着手している太陽光発電関連製品につきましては、足元の進捗状況を踏まえ売上高貢献

への反映時期について一部見直しは行いますものの、川上の太陽光発電セル・モジュールから川下の住宅用太陽光発

電システムに至る取扱い製品のラインアップも整い、また、太陽光発電に関する検査装置についても十分な品揃えが

整ったことから、下半期以降については、より一層の売上高貢献・利益貢献を主眼とした事業立上げを進めてまいり

ます。 

小限の組織体制とコスト構造を維持しつつ需要の取り込みを図る活動については、当第２四半期連結累計期間

の販売費及び一般管理費が227百万円となり、前年同期間の実績333百万円に比べ金額にして105百万円の減少

（31.7％の減少）と、大幅に削減されていることからも明らかなように、明確な効果があることから、実行部隊の士

気低下を招かぬよう細心の注意を払いつつも、引き続き継続してまいります。以上の取り組みを進め、下半期の早い

段階で月次ベースでの営業損益の黒字転換を目指してまいります。 

この結果、通期の連結業績予想としては、売上高845百万円（当初予想の売上高1,192百万円に比べ29.1％の減

少）、営業損失232百万円（当初予想の営業利益22百万円に比べ254百万円の損失増加）、経常損失264百万円（当初

予想の経常損失４百万円に比べ260百万円の損失増加）、当期純損失284百万円（当初予想の当期純損失４百万円に比

べ280百万円の損失増加）を見込んでおります。 

（通 期）                                      （単位：百万円）

   

３．連結業績予想に関する定性的情報

  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(円)

前 回 発 表 予 想 （ Ａ ） 1,192 22 △4 △4 △66.57 

今 回 発 表 予 想 （ Ｂ ） 845 △232 △264 △284 △4,726.64 

増 減 額 （ Ｂ － Ａ ） △347 △254 △260 △280 － 

増 減 率   （ ％ ） △29.1 － － － － 

( ご 参 考 ) 前 期 実 績 702 △603 △652 △1,028 △17,023.75 
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 該当事項はありません。  

  

 （簡便な会計処理） 

  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固定資産については、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。  

   （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。     

  

 該当事項はありません。 

  

当社グループは、継続的な損失の発生により、継続企業の前提に関する重要事象等が存在しております。 

この状況を解消するため、前第４四半期において、大幅な固定費削減を行い、需要回復期においては高収益の

獲得が可能な組織体制を構築いたしました。当期においても 小限の組織体制とコスト構造を維持しつつ、需要

の取り込みを図る活動を継続し、早急な収益構造の改善に努めております。 

また、既存事業及び新規事業による売上を着実に獲得する一方で、速やかな資金調達を可能とし、当社グルー

プの財務キャッシュ・フローの改善を図れるよう、資本政策の見直しを行っております。 

従いまして、当社グループは継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められません。   

  

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

（４）継続企業の前提に関する重要事象等
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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11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５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 884,876 1,229,756

受取手形及び売掛金 97,432 111,158

有価証券 － 24,088

商品及び製品 30,386 48,265

仕掛品 131,414 159,551

原材料及び貯蔵品 181,986 246,439

その他 64,197 73,597

貸倒引当金 △44,843 △43,686

流動資産合計 1,345,451 1,849,170

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 302,122 311,118

その他（純額） 219,226 257,065

有形固定資産合計 521,348 568,183

無形固定資産   

その他 27,503 34,766

無形固定資産合計 27,503 34,766

投資その他の資産   

投資有価証券 248,180 255,996

その他 199,228 108,165

貸倒引当金 △240,569 △242,426

投資その他の資産合計 206,839 121,735

固定資産合計 755,692 724,685

資産合計 2,101,143 2,573,856

負債の部   

流動負債   

買掛金 11,562 8,404

1年内償還予定の社債 380,000 380,000

1年内返済予定の長期借入金 331,308 445,226

未払法人税等 1,058 3,366

製品保証引当金 12,234 7,337

その他 53,130 60,065

流動負債合計 789,293 904,399

固定負債   

社債 130,000 170,000

長期借入金 470,491 501,399

退職給付引当金 6,177 5,804

その他 8,309 －

固定負債合計 614,977 677,203

負債合計 1,404,271 1,581,602
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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11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５月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 100,000 1,102,711

資本剰余金 1,667,151 1,033,711

利益剰余金 △618,532 △690,509

自己株式 △448,798 △448,798

株主資本合計 699,819 997,116

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △5,210 △4,469

為替換算調整勘定 △4,212 △393

評価・換算差額等合計 △9,423 △4,862

新株予約権 6,475 －

純資産合計 696,872 992,253

負債純資産合計 2,101,143 2,573,856
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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６月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 563,219 197,737

売上原価 348,608 227,157

売上総利益又は売上総損失（△） 214,610 △29,419

販売費及び一般管理費 333,446 227,842

営業損失（△） △118,836 △257,261

営業外収益   

受取利息 2,978 602

受取配当金 0 122

固定資産賃貸料 6,858 439

雇用調整助成金 － 7,055

その他 2,936 1,307

営業外収益合計 12,773 9,527

営業外費用   

支払利息 13,574 11,356

為替差損 32,632 7,860

新株予約権発行諸費用 － 6,173

その他 9,616 4,166

営業外費用合計 55,822 29,556

経常損失（△） △161,885 △277,291

特別利益   

製品保証引当金戻入額 10,518 2,782

製造権譲渡益 30,437 －

その他 － 18

特別利益合計 40,955 2,800

特別損失   

固定資産除却損 2,721 21,274

たな卸資産評価損 8,832 －

投資有価証券売却損 1,048 469

投資有価証券評価損 4,685 －

特別損失合計 17,287 21,744

税金等調整前四半期純損失（△） △138,217 △296,234

法人税、住民税及び事業税 2,253 1,061

法人税等調整額 △37,518 －

法人税等合計 △35,265 1,061

四半期純損失（△） △102,952 △297,296
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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９月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 197,415 102,011

売上原価 133,464 83,546

売上総利益 63,950 18,465

販売費及び一般管理費 162,844 109,314

営業損失（△） △98,893 △90,849

営業外収益   

受取利息 756 396

受取配当金 － 121

固定資産賃貸料 3,385 255

雇用調整助成金 － 7,055

その他 2,497 742

営業外収益合計 6,638 8,571

営業外費用   

支払利息 6,572 5,406

為替差損 41,125 4,981

新株予約権発行諸費用 － 6,173

その他 3,889 1,641

営業外費用合計 51,588 18,201

経常損失（△） △143,842 △100,480

特別利益   

製品保証引当金戻入額 4,775 20

特別利益合計 4,775 20

特別損失   

固定資産除却損 56 21,124

投資有価証券売却損 1,048 －

投資有価証券評価損 4,685 －

特別損失合計 5,789 21,124

税金等調整前四半期純損失（△） △144,857 △121,583

法人税、住民税及び事業税 1,126 482

法人税等調整額 △52,478 －

法人税等合計 △51,352 482

四半期純損失（△） △93,505 △122,066
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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６月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年11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損失（△） △138,217 △296,234

減価償却費 54,126 31,439

貸倒引当金の増減額（△は減少） 16,440 △700

退職給付引当金の増減額（△は減少） △40 373

受取利息及び受取配当金 △2,979 △725

製品保証引当金の増減額（△は減少） △7,540 4,897

支払利息及び保証料 14,291 12,429

為替差損益（△は益） 30,575 8,387

有形固定資産除却損 2,721 21,274

たな卸資産評価損 12,857 117,585

売上債権の増減額（△は増加） 38,963 16,379

たな卸資産の増減額（△は増加） 47,805 △7,116

仕入債務の増減額（△は減少） △53,552 3,157

その他 △133,066 15,693

小計 △117,614 △73,161

利息及び配当金の受取額 2,136 10,754

利息及び保証料の支払額 △16,249 △14,498

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 534 △2,560

営業活動によるキャッシュ・フロー △131,191 △79,466

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 △301,248 △108,376

定期預金の払戻による収入 30,089 1,389

有形固定資産の取得による支出 △4,419 △580

無形固定資産の取得による支出 △10,403 △118

投資有価証券の取得による支出 △114,343 △1,120

投資有価証券の売却による収入 1,057 7,665

敷金の差入による支出 △13,367 －

敷金の回収による収入 8,826 1,758

貸付けによる支出 △24,000 △100,000

その他 △100 23,882

投資活動によるキャッシュ・フロー △427,909 △175,500

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 △13,800 －

長期借入れによる収入 50,000 150,000

長期借入金の返済による支出 △219,221 △294,826

社債の償還による支出 △40,000 △40,000

新株予約権の発行による収入 － 302

自己株式の取得による支出 △13,548 －

配当金の支払額 △557 △710

その他 △374 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △237,501 △185,233

現金及び現金同等物に係る換算差額 579 △11,666

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △796,022 △451,866

現金及び現金同等物の期首残高 1,888,446 871,004

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,092,423 419,137
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 該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結会計期間（自 平成20年９月１日 至 平成20年11月30日） 

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年６月１日 至 平成20年11月30日） 

 （注）１． 事業区分の方法 

       事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２． 各区分に属する主要な製品 

     ３．会計処理の方法の変更    

      （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５

日）を適用しております。この変更に伴い、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

営業利益は、電子部品検査装置事業で4,024千円減少しております。  

  

当第２四半期連結会計期間（自 平成21年９月１日 至 平成21年11月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自 

平成21年６月１日 至 平成21年11月30日） 

 電子部品検査装置事業の売上高及び営業損失の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業損失の金額の合計額

に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。       

（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〕

  
電子部品

検査装置事業 
（千円） 

セキュリティ
関連事業 
（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  154,255  43,160  197,415  －  197,415

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  154,255  43,160  197,415  －  197,415

営業利益（又は営業損失△）  △13,670  7,688  △5,981  (92,912)  △98,893

  
電子部品

検査装置事業 
（千円） 

セキュリティ
関連事業 
（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  515,625  47,593  563,219  －  563,219

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 2,400  972  3,372  (3,372)  －

計  518,025  48,566  566,591  (3,372)  563,219

営業利益（又は営業損失△）  105,174  △20,213  84,961  (203,797)  △118,836

事業区分 主要製品  

 電子部品検査装置事業  光源装置、画像検査装置、テスター装置 

 セキュリティ関連事業  光応用センサー製品 
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前第２四半期連結会計期間（自 平成20年９月１日 至 平成20年11月30日）及び前第２四半期連結累計期間

（自 平成20年６月１日 至 平成20年11月30日） 

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、該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結会計期間（自 平成21年９月１日 至 平成21年11月30日）及び当第２四半期連結累計期間

（自 平成21年６月１日 至 平成21年11月30日 ） 

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90%超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。   

前第２四半期連結会計期間（自 平成20年９月１日 至 平成20年11月30日） 

当第２四半期連結会計期間（自 平成21年９月１日 至 平成21年11月30日） 

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年６月１日 至 平成20年11月30日） 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年６月１日 至 平成21年11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．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

   (1) アジア・・・・・台湾、韓国、シンガポール、中国 

  (2) 北米・・・・・・アメリカ 

  (3) 欧州・・・・・・フランス 

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。  

  

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

  アジア 北米 欧州  計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  13,066  1,230  17,210  31,507  

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  197,415  

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 6.6  0.7  8.7  16.0  

  アジア 北米 欧州  計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  11,776  －  29,961  41,737

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  102,011

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 11.5  －  29.4  40.9

  アジア 北米 欧州  計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  79,809  1,277  29,159  110,246

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  563,219

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 14.2  0.2  5.2  19.6

  アジア 北米 欧州  計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  14,398  86  29,961  44,446

Ⅱ 連結売上高（千円）   －  －  －  197,737

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 7.3  0.0  15.2  22.5
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 当社は、平成21年８月26日開催の第17期定時株主総会決議に基づき、当第２四半期連結会計期間において、

資本金の額を減少するとともに、剰余金の処分として、資本金の額の減少により生じたその他資本剰余金の一

部を繰越利益剰余金に振替えました。 

 この結果、当第２四半期連結会計期間末において、資本金が1,002,711千円減少し、100,000千円となってお

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
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