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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 60,875 △13.6 884 7.7 1,108 4.5 617 507.9
21年3月期第3四半期 70,435 ― 821 ― 1,060 ― 101 ―

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3四半期 1,268.66 1,252.32
21年3月期第3四半期 208.89 ―

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3四半期 40,771 14,801 34.2 28,665.42
21年3月期 40,270 14,059 32.9 27,271.24

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  13,960百万円 21年3月期  13,263百万円

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 ― 0.00 0.00
22年3月期 ― 0.00 ―
22年3月期 

（予想）
140.00 140.00

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 90,000 △4.7 1,300 14.3 1,300 △1.0 680 ― 1,398.10
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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） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確実な要素を含んでおります。 
実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

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3四半期 493,036株 21年3月期  492,386株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  6,013株 21年3月期  6,013株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 486,810株 21年3月期第3四半期 486,377株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、内閣府発表の月例経済報告によれば、秋以降、景気は持ち直

しつつあるものの、失業率が依然として高水準にあり、企業の設備投資も下げ止まりつつあるとはいえ、その先行

きには不透明感があり、厳しい環境で推移しました。また、当社グループが事業展開している欧州経済も、失業率

が上昇を続けているなど、同様に厳しい環境で推移しました。 

当社グループの属するパソコン業界におきましては、平均販売価格の低下により需要が喚起されたこと、及びマ

イクロソフト社より10月に発売が開始されたWindows7が好評なことから、世界市場での総出荷台数は前年同四半期

比で増加に転じたものと見受けられます。また、社団法人電子情報技術産業協会の発表によれば、国内のパソコン

の出荷台数も前年同四半期比1.0％減と前年同四半期並みまで回復した一方、出荷金額は同18.0％減となり、大幅な

平均販売価格の低下とそれに伴う市場規模の縮小により、業界各社の経営環境はますます厳しい状況となっており

ます。 

このような状況の中で、当社グループは、「マウスコンピューター」「パソコン工房」をメインブランドとする

BTO（受注生産）・完成品パソコンの製造・販売と、CPU（中央演算処理装置）・マザーボードをはじめとするパソ

コン基幹パーツの卸売・小売を中心に、引き続きマーケットのニーズを的確に汲み取りながら、適切な収益の確保

を念頭に置いて事業を展開してまいりました。また、重複機能の強化・効率化及び販売体制の強化を目的として連

結子会社間の合併（株式会社マウスコンピューター及び株式会社iriver japan）をおこなったほか、不採算事業か

らの撤退（カフェスタ株式会社の株式会社ジークレストへの事業譲渡、及びＦＸトレード株式会社の株式会社ＩＦ

Ｇへの株式譲渡）をおこない、収益体質の強化を目的としたグループ事業の再編をおこないました。 

しかしながら、平均販売価格低下によるパソコン市場の規模縮小の影響を補うことができず、当第３四半期連結

累計期間の売上高は60,875百万円（前年同四半期比13.6％減）となりました。利益面におきましては、売上高が減

少いたしました一方、前年同四半期において発生したような主要取引先の経営破綻の影響を受けなかった結果、営

業利益は884百万円（前年同四半期比7.7％増）、経常利益は1,108百万円（同4.5％増）、四半期純利益は617百万円

（前年同四半期比507.9％増）と、いずれも増益となりました。 

  

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)パソコン関連事業 

「マウスコンピューター」ブランドによるパソコン、「iiyama」ブランドによる液晶ディスプレイ、及び

「iriver」ブランドによるデジタルオーディオプレーヤーの国内製造・販売部門においては、パソコンの出荷台数

は前年同四半期実績を上回ったものの、ネットブックの市場拡大等の影響による平均販売価格の低下、企業収益の

悪化に伴う法人需要の低迷等により、売上高・営業利益ともに前年同四半期比で減少いたしました。 

「iiyama」ブランドによる液晶ディスプレイの欧州販売部門においては、引き続き新モデル等の販売が好調に推

移し、出荷台数は前年同四半期実績を上回ったものの、主要部材である液晶パネルの大幅な価格低下に伴う平均販

売価格の低下、前年同四半期比での大幅な円高ユーロ安等により、売上高は前年同四半期比で減少いたしました。

一方、粗利率の改善と、販管費の抑制により、営業利益は前年同四半期比で増加いたしました。 

「パソコン工房」「Faith」「TWOTOP」ブランドで全国に店舗展開する小売部門においては、主に自作パソコン市

場の低迷等に伴うパーツ販売の不振により、売上高・営業利益ともに前年同四半期比で減少いたしました。 

パソコン及びCPU・ハードディスク・マザーボード・グラフィックボード等パソコン基幹パーツの代理店販売・卸

売部門においても、自作パソコン市場の低迷の影響等により、売上高は前年同四半期比で減少いたしました。一

方、前年同四半期において発生したような主要取引先の経営破綻の影響を受けなかった結果、営業利益は前年同四

半期比で増加いたしました。 

これらの結果、当事業における売上高は59,343百万円（前年同四半期比13.8％減）、営業利益は690百万円（前年

同四半期比11.1％増）となりました。 

(2)メディア事業 

メディア事業部門においては、出版市場も引き続き縮小傾向にある中、コンピューター関連書籍を主力としなが

ら、ビジネス書や理工書の売上拡大にも努めましたが、売上高・営業利益ともに前年同四半期比で減少いたしまし

た。 

この結果、当事業における売上高は1,534百万円（前年同四半期比3.9％減）、営業利益は144百万円（同23.7％

減）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
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(1)資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は40,771百万円となり、前連結会計年度末と比べて501百万円の

増加となりました。これは主に、子会社でありましたＦＸトレード株式会社の株式売却に伴う連結除外による総

資産の減少があったものの、受取手形及び売掛金等、総じて流動資産が増加したことによるものであります。 

負債合計は25,969百万円となり、前連結会計年度末と比べて241百万円の減少となりました。これは主に、買

掛金が2,249百万円増加したものの、子会社でありましたＦＸトレード株式会社の株式売却に伴う連結除外によ

る負債の減少及び借入金の返済により借入金が1,463百万円純減したことによるものであります。 

純資産合計は14,801百万円となり、前連結会計年度末と比べて742百万円の増加となりました。これは主に、

四半期純利益617百万円の計上によるものであります。 

(2)キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は12,228百万円と

なり、前連結会計年度末に比べて598百万円増加となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は1,661百万円（前年同四半期比587.9％増）

となりました。これは主に、法人税等の支払額871百万円、売上債権の増加額321百万円及びたな卸資産の増加額

370百万円等の減少要因に対し、税金等調整前四半期純利益949百万円、仕入債務の増加額2,214百万円等の増加

要因によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期連結累計期間において投資活動の結果得られた資金は402百万円（前年同四半期は404百万円の使

用）となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出148百万円、無形固定資産の取得による支出83

百万円に対し、定期預金の払戻しによる収入483百万円及び連結範囲の変更に伴う子会社株式の売却による収入

189百万円等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期連結累計期間において財務活動の結果使用した資金は1,570百万円（前年同四半期は775百万円の

獲得）となりました。これは主に、長期借入れによる収入2,200百万円に対し、短期借入金の純減額2,314百万円

及び長期借入金の返済による支出1,349百万円等によるものであります。 

当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、概ね平成21年５月14日に公表いたしました予想どおりに推移

しているため、現時点におきましては通期の連結業績予想に変更はございません。 

当社グループは、主力事業であるパソコン関連事業において、引き続きWindows7搭載パソコン等の積極的な販売

に注力し、売上高及び営業利益の拡大に取り組む一方、グループ各社におけるコスト削減施策を継続・徹底するこ

とにより、連結業績予想の達成に向けて経営努力を重ねてまいります。 

該当事項はありません。 

①簡便な会計処理 

1)棚卸資産の評価 

棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価格を見積もり、簿価

切下げを行う方法によっております。 

2)繰延税金資産又は繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度以降の経営環境等、又は、一時差異の発生状況

に著しい変化が認められた場合には、前連結会計年度において使用した将来の業績予想やタックス・プランニン

グに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。 

②四半期財務諸表作成の特有な会計処理の適用 

該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報

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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 12,403,971 12,141,025

受取手形及び売掛金 8,978,237 8,623,754

営業投資有価証券 9,944 78,895

商品及び製品 9,442,508 9,301,073

仕掛品 44,835 66,970

原材料及び貯蔵品 1,427,690 1,152,181

その他 2,274,728 2,473,541

貸倒引当金 △111,604 △88,596

流動資産合計 34,470,311 33,748,845

固定資産   

有形固定資産 2,404,010 2,484,169

無形固定資産   

のれん 1,429,831 1,504,491

その他 436,515 390,233

無形固定資産合計 1,866,346 1,894,724

投資その他の資産   

投資その他の資産 2,244,420 2,372,648

貸倒引当金 △213,742 △230,091

投資その他の資産合計 2,030,678 2,142,557

固定資産合計 6,301,035 6,521,452

資産合計 40,771,346 40,270,298

負債の部   

流動負債   

買掛金 7,732,824 5,483,197

短期借入金 9,421,872 10,997,032

未払法人税等 133,633 378,878

引当金 702,346 914,289

その他 2,269,111 2,609,148

流動負債合計 20,259,788 20,382,545

固定負債   

社債 － 249,500

長期借入金 4,779,752 4,667,950

退職給付引当金 417,520 382,952

その他の引当金 103,750 94,630

その他 408,877 433,128

固定負債合計 5,709,899 5,828,160

負債合計 25,969,688 26,210,705
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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12月31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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,777,208 3,775,035

資本剰余金 8,263,612 9,540,558

利益剰余金 2,531,237 633,280

自己株式 △359,209 △359,209

株主資本合計 14,212,848 13,589,664

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △12,538 △40,791

繰延ヘッジ損益 197 3,260

為替換算調整勘定 △239,789 △288,136

評価・換算差額等合計 △252,130 △325,667

新株予約権 18,967 16,000

少数株主持分 821,972 779,595

純資産合計 14,801,658 14,059,592

負債純資産合計 40,771,346 40,270,298
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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）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 70,435,668 60,875,479

売上原価 58,677,709 50,414,898

売上総利益 11,757,959 10,460,580

販売費及び一般管理費 10,936,049 9,575,611

営業利益 821,910 884,969

営業外収益   

受取利息 35,164 36,298

受取配当金 977 －

負ののれん償却額 13,814 13,814

デリバティブ評価益 301,564 －

為替差益 － 150,467

その他 159,066 195,807

営業外収益合計 510,586 396,388

営業外費用   

支払利息 130,045 116,852

持分法による投資損失 9,167 －

為替差損 62,995 －

その他 69,314 56,082

営業外費用合計 271,523 172,935

経常利益 1,060,973 1,108,422

特別利益   

貸倒引当金戻入額 4,730 28,405

賞与引当金戻入額 5,829 －

投資有価証券売却益 2,806 10,500

子会社株式売却益 － 15,796

補助金収入 5,879 －

償却債権取立益 － 16,058

その他 1,198 2,498

特別利益合計 20,442 73,258

特別損失   

固定資産売却損 1,196 9

固定資産除却損 2,885 7,763

減損損失 22,766 22,640

投資有価証券評価損 110,685 －

事業整理損失引当金繰入額 70,547 －

和解金 － 118,764

その他 157,163 82,813

特別損失合計 365,245 231,990

税金等調整前四半期純利益 716,170 949,690

法人税、住民税及び事業税 482,722 340,074

法人税等調整額 96,970 △65,480

法人税等合計 579,692 274,594

少数株主利益 34,879 57,499

四半期純利益 101,599 617,596
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 716,170 949,690

減価償却費 290,026 241,528

減損損失 22,766 22,640

のれん償却額 312,880 80,978

負ののれん償却額 △13,814 △13,814

貸倒引当金の増減額（△は減少） 256,120 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △117,088 －

受取利息及び受取配当金 △36,141 △36,298

支払利息 130,045 116,852

為替差損益（△は益） 23,656 －

持分法による投資損益（△は益） 62,298 －

投資有価証券売却損益（△は益） △2,806 △10,500

投資有価証券評価損益（△は益） 110,685 －

デリバティブ評価損益（△は益） △301,564 －

事業整理損失引当金の増減額（△は減少） 57,272 －

売上債権の増減額（△は増加） △274,980 △321,899

たな卸資産の増減額（△は増加） △727,540 △370,612

仕入債務の増減額（△は減少） 920,826 2,214,186

未収入金の増減額（△は増加） △92,952 －

未払金の増減額（△は減少） △46,980 －

前受金の増減額（△は減少） △93,599 －

預り金の増減額（△は減少） 62,387 －

未払費用の増減額（△は減少） 73,160 －

その他 190,709 △373,491

小計 1,521,539 2,499,259

利息及び配当金の受取額 36,496 36,796

利息の支払額 △145,571 △102,301

法人税等の支払額 △1,473,529 △871,117

法人税等の還付額 302,593 98,889

営業活動によるキャッシュ・フロー 241,528 1,661,527

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 △11,711 △11,705

定期預金の払戻による収入 52,267 483,000

有形固定資産の取得による支出 △420,896 △148,719

有形固定資産の売却による収入 1,973 1,257

無形固定資産の取得による支出 △176,164 △83,566

差入保証金の差入による支出 △131,152 △174,563

差入保証金の回収による収入 67,311 125,581

事業譲渡による収入 113,163 －

投資有価証券の取得による支出 △100,826 －

投資有価証券の売却による収入 271,008 10,500

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

－ 189,139

子会社株式の取得による支出 △15,110 △15,536

その他 △54,482 27,359

投資活動によるキャッシュ・フロー △404,619 402,747
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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） 950,000 △2,314,230

長期借入れによる収入 1,700,000 2,200,000

長期借入金の返済による支出 △1,557,487 △1,349,358

社債の償還による支出 △160,200 △100,200

配当金の支払額 △150,103 △362

少数株主への配当金の支払額 △5,903 －

新株予約権の発行による収入 － 3,056

新株予約権の行使による株式の発行による収入 － 4,257

その他 △1,120 △13,934

財務活動によるキャッシュ・フロー 775,185 △1,570,771

現金及び現金同等物に係る換算差額 △181,320 104,737

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 430,773 598,240

現金及び現金同等物の期首残高 8,542,102 11,630,077

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,972,875 12,228,318
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該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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。 

（事業区分の方法の変更） 

 「投資事業」については、第１四半期連結累計期間まで「パソコン関連事業」に含めておりましたが、金額

的重要性が増したため、第２四半期連結累計期間よりセグメントを追加しております。 

 この結果、従来の方法に比較して当第３四半期連結累計期間のパソコン関連事業の売上高は162,806千円

（うち外部顧客に対する売上高は162,806千円）減少し、営業利益は64,839千円増加しております。 

２．各区分に属する主要な事業内容 

(1) パソコン関連事業  ： パソコン及びパソコンパーツ・周辺機器の製造販売 

(2) メディア事業    ： パソコン関連専門書等の出版 

(3) 投資事業      ： IT関連株式及びIPOを目指すベンチャー企業への投資、外国為替証拠金取引業等 

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） 

「四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続き、表示方法等の変更」② に記載のとおり、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３四半期連結累計期間の営業利

益はパソコン関連事業で76,009千円減少しております。 

（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い） 

「四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続き、表示方法等の変更」③ に記載のとおり、第１

四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対

応報告第18号 平成18年５月17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３四半期連結累計期間の営業利益は、パソコン事業で3,502千円減少しております。 

（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〕

  
パソコン 
関連事業 
（千円） 

メディア 
事業 

（千円） 

 投資事業 
(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 
 68,676,931  1,595,930  162,806  70,435,668  －  70,435,668

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 4,139  665  －  4,804  △4,804  －

計  68,681,070  1,596,596  162,806  70,440,473  △4,804  70,435,668

営業利益又は営業損失

（△） 
 686,137  189,832  △64,839  811,131  10,779  821,910

- 10 -



当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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。 

（事業区分の方法の変更） 

事業区分の方法については、従来、事業の種類・性質の類似性等の観点に基づき３区分としていましたが、

第１四半期連結会計期間において投資事業を営むＦＸトレード株式会社の全株式を売却したことに伴い、投資

事業の全セグメントに占める割合が低くなったため、投資事業をパソコン関連事業に含めることといたしまし

た。 

この結果、従来の方法に比較して当第３四半期連結累計期間のパソコン関連事業の売上高は21,494千円減少

し、営業利益は59,118千円減少しております。  

２．各区分に属する主要な事業内容 

  

パソコン 

関連事業 

（千円） 

メディア 

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 
 59,341,147 1,534,331 60,875,479 － 60,875,479

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 1,855 － 1,855  △1,855 －

計  59,343,002 1,534,331 60,877,334  △1,855 60,875,479

営業利益  690,493 144,811 835,304  49,664 884,969

(1) パソコン関連事業 ： パソコン及びパソコンパーツ・周辺機器の製造販売 

(2) メディア事業 ： パソコン関連専門書等の出版 
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前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

欧州………………ドイツ、オランダ、イギリス、フランス、ポーランド等 

３．会計処理の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準）  

「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」②に記載のとおり、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３四半期連結累計期間の営業利益

は、日本で76,009千円減少しております。 

（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い）  

「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」③に記載のとおり、第１四半

期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応

報告第18号 平成18年５月17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３四半期連結累計期間の営業利益は、欧州で3,502千円減少しております。 

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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、所在地セグメント情報の記

載を省略しております。 

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（千円） 

欧州 

（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  
 63,450,159  6,985,509  70,435,668 －  70,435,668

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高  
 1,793,155  85  1,793,241  △1,793,241 － 

計  65,243,314  6,985,595  72,228,910  △1,793,241  70,435,668

 営業利益  328,774  454,018  782,792  39,117  821,910

- 12 -



前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

（注）１．海外売上高は、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。 

２．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

３．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) 欧州………………ドイツ、オランダ、イギリス、フランス、ポーランド等 

(2) その他の地域……米国、中国等 

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日）  

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

当社は、平成21年６月26日付で、資本準備金8,363,218千円のうち、1,279,119千円をその他資本剰余金に振

り替え、さらにその他資本剰余金から1,279,119千円を繰越利益剰余金に振り替え欠損補填しております。 

また、平成21年５月14日開催の当社取締役会において、当社取締役、監査役及び従業員並びに当社子会社取

締役及び従業員に対して、第５回新株予約権の発行を決議しております。当該新株予約権の権利行使により、

資本金が2,173千円、資本準備金が2,173千円それぞれ増加しております。 

その結果、当第３四半期連結会計期間末において資本金が3,777,208千円、資本剰余金が8,263,612千円、利

益剰余金が2,531,237千円となっております。  

〔海外売上高〕

  欧州  その他の地域  計  

Ⅰ 海外売上高（千円） 6,947,544  588,229  7,535,773

Ⅱ 連結売上高（千円）       70,435,668

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  9.9  0.8 10.7

（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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