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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 1,953 36.0 65 ― 72 ― △19 ―

21年3月期第3四半期 1,436 ― △112 ― △172 ― △267 ―

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 △0.26 ―

21年3月期第3四半期 △3.59 ―

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 3,503 1,503 37.0 17.44
21年3月期 3,058 1,437 42.0 17.28

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  1,296百万円 21年3月期  1,284百万円

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）

0.00 0.00

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  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 2,620 12.1 128 ― 144 ― 12 ― 0.16
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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  

（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。 

(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  
（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） 

(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 

上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定
を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果と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について、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。 

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3月期第3四半期 74,330,896株 21年3月期  74,330,896株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  20,880株 21年3月期  20,480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 74,310,108株 21年3月期第3四半期 74,311,240株
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 当第３四半期連結累計期間における我が国の経済は、経済対策の効果や輸出の増加により、景気は緩やかに回復基

調にあるものの、設備投資の抑制や厳しい雇用・所得環境が続くなど、景気の先行きは依然として不透明な状況で推

移してまいりました。 

このような状況下、当第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31日まで）の経営成績は、

売上高は1,953百万円（前年同四半期比36.0％増）の増収となり、利益面では、営業利益65百万円（前年同四半期比

177百万円増）、経常利益72百万円（前年同四半期比244百万円増）と改善が見られました。また、四半期純損益も前

年同四半期に比べ247百万円の改善が図られ、当第３四半期連結累計期間の四半期純損失は19百万円となりました。 

  

次に、事業の種類別セグメントの業績における概要は以下のとおりです。 

  

① ＩＴ関連事業 

  ＩＴ関連事業につきましては、既存顧客の競合製品への乗り換え等厳しい状況下にあり、また契約更新に

伴う受注獲得の遅延等により、売上高は98百万円（前年同四半期比39.7％減）となりました。しかしなが

ら、前年度に当事業の合理化を進めたことにより、利益面は改善が図られ、営業利益は22百万円（前年同四

半期比29百万円増）と堅調に推移いたしました。  

  

② 企業再生再編事業 

  企業再生再編事業につきましては、昨今の景気後退により経営状態が悪化し、破綻に至る企業が引き続き

増加しており、企業再生に対するニーズが高く、多様な案件に取組んでまいりました。しかしながら、複数

の企業再生プロジェクトに取組んでいるものの、予想以上に時間を要し成功報酬の獲得に至っていないこと

や、経営体制の再構築の一貫として、会計業務、内部監査のアウトソーシング及びコンサルティングサービ

ス、Ｍ＆Ａや企業再生コンサルティング業務及びデューデリジェンス業務を手がける当社の連結子会社であ

りました株式会社アガットコンサルティングの一部株式を平成21年４月６日付で譲渡し、連結子会社の対象

外となったことから、売上高は50百万円（前年同四半期比82.7％減）、営業利益は１百万円（前年同四半期

比６百万円増）となりました。 

  

③ 不動産賃貸管理事業 

  不動産賃貸管理事業につきましては、不動産市況の悪化の影響を受け新規の管理受託件数は伸び悩みまし

たが、不採算のサブリース契約の見直し等により、売上高の減少はみられたものの、利益の減少を補いまし

た。安定的に収益確保が図れるストック型ビジネスであるため、今後も売上・利益ともに堅調に推移すると

予測しております。 

  また、今後はコストの削減を図りさらに利益の確保が見込まれると予測しております。  

   この結果、不動産賃貸管理事業における売上高は1,286百万円、営業利益は82百万円となりました。 

  前第４四半期連結会計期間に株式会社トラストアドバイザーズを取得したことにより、「不動産賃貸管理

事業」を新たに区分したため、前年同四半期連結累計期間との比較は行っておりません。 

  

④ フィナンシャルサービス事業 

  フィナンシャルサービス事業につきましては、韓国の消費者金融事業者であるYour Capital Co., Limited

（以下「ユア・キャピタル社」）の営業貸付残高は大幅に増加しており、収益も計画どおりに確保されてお

ります。韓国における消費者金融事業の拡大基調により、ユア・キャピタル社は今後一層の事業拡大が見込

まれると予測しております。 

この結果、フィナンシャルサービス事業における売上高は517百万円（前年同四半期比21.6％増）、営業

利益は115百万円（前年同四半期比3.9％増）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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 当第３四半期連結会計期間末における総資産は、3,503百万円となり、前連結会計年度末に比べ444百万円の増加と

なりました。主な要因としましては、消費者金融業を営むユア・キャピタル社の営業貸付金が増加したためでありま

す。  

  

 当第３四半期連結会計期間末における負債は、1,999百万円となり、前連結会計年度末に比べ378百万円の増加とな

りました。主な要因は、ユア・キャピタル社が新規借入及び社債の発行を行ったためであります。 

  

 当第３四半期連結会計期間末における純資産は、1,503百万円となり、前連結会計年度末に比べ66百万円の増加と

なりました。主な要因としましては、少数株主持分の54百万円の増加及び為替換算調整勘定の36百万円の増加による

ものと、当第３四半期におきまして四半期純損失を19百万円計上したためであります。 

 この結果、自己資本比率は、37.0％となりました。 

   

(キャッシュ・フローの状況）  

当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は529百万円となり、前連結会計年度末に比べ261百万円減少

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ける「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、753百万円の支出（前年同四半

期は552百万円の支出）となりました。主な要因は、ユア・キャピタル社の営業貸付金の増加による805百万円の支

出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ける「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、117百万円の支出（前年同四半

期は49百万円の収入）となりました。主な要因は、株式会社トラストアドバイザーズにおける賃貸管理システムの

購入による13百万円の支出及び連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による139百万円の支出によるものであり

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ける「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、587百万円の収入（前年同四半

期は398百万円の収入）となりました。主な要因は、短期借入金が純額で363百万円増加したことと、長期借入れに

よる収入が723百万円及び長期借入金の返済による支出が535百万円となったことによるものであります。 

  

なお、当第３四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは753百万円の支出となっております

が、消費者金融事業会社ユア・キャピタル社の営業貸付金の増加による805百万円の支出が主な要因であり、その

他の営業活動によるキャッシュ・フローは51百万円の収入となり、営業活動によるキャッシュ・フローは改善の方

向に向かっていると判断しております。  

  

平成22年３月期の業績予想につきましては、平成21年５月15日に公表いたしました通期の業績予想を修正いたし

ました。詳細につきましては、本日（平成22年２月５日）別途公表しております「業績予想の修正に関するお知ら

せ」をご覧ください。  

なお、業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき当社で判断した予測であ

り、不確実性が含まれております。実際の業績は様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性がありま

す。 

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
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 該当事項はありません。  

  

  

１. 簡便な会計処理 

一般債権の貸倒見積高の算定方法 

  当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認め

られるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

  

２. 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 法人税等の納付額の算定に関しては、加減算項目等を重要なものに限定しております。 

  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の発生状況

に著しい変化がないと認められる場合に、前連結会計年度末において使用した将来の事業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。  

  

  

該当事項はありません。  

  

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
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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 449,057 597,052

売掛金（純額） 57,118 263,284

たな卸資産 5,952 6,985

営業貸付金 1,968,464 1,028,890

その他 220,245 327,442

流動資産合計 2,700,839 2,223,655

固定資産   

有形固定資産 24,563 41,967

無形固定資産   

のれん 479,465 532,509

その他 30,413 23,756

無形固定資産合計 509,878 556,265

投資その他の資産 268,061 236,619

固定資産合計 802,503 834,853

資産合計 3,503,342 3,058,508

負債の部   

流動負債   

買掛金 29,303 171,847

短期借入金 455,178 70,300

1年内返済予定の長期借入金 674,603 433,062

1年内償還予定の社債 55,230 －

未払法人税等 31,661 49,605

賞与引当金 9,894 18,167

その他の引当金 3,866 19,472

預り金 142,935 147,715

その他 139,512 179,564

流動負債合計 1,542,186 1,089,734

固定負債   

社債 5,523 21,090

長期借入金 140,021 163,513

退職給付引当金 1,185 491

役員退職慰労引当金 6,150 4,554

長期預り敷金保証金 304,332 341,585

固定負債合計 457,212 531,234

負債合計 1,999,398 1,620,968
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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 1,314,406 3,902,231

資本剰余金 － 1,333,491

利益剰余金 86,387 △3,809,500

自己株式 △2,865 △2,858

株主資本合計 1,397,928 1,423,363

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △755 △1,140

為替換算調整勘定 △101,168 △138,034

評価・換算差額等 △101,923 △139,174

少数株主持分 207,938 153,351

純資産合計 1,503,943 1,437,540

負債純資産合計 3,503,342 3,058,508
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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 1,436,721 1,953,312

売上原価 814,501 1,209,417

売上総利益 622,219 743,895

販売費及び一般管理費 734,339 678,419

営業利益又は営業損失（△） △112,120 65,475

営業外収益   

受取利息 7,068 4,998

為替差益 245 1,645

その他 1,774 3,199

営業外収益合計 9,088 9,843

営業外費用   

支払利息 174 －

貸倒引当金繰入額 － 2,274

持分法による投資損失 66,654 －

その他 2,469 877

営業外費用合計 69,298 3,151

経常利益又は経常損失（△） △172,329 72,167

特別利益   

前期損益修正益 － 22,218

関係会社株式売却益 63,277 －

新株予約権戻入益 23,800 －

賞与引当金戻入額 － 4,429

その他 7,696 5,906

特別利益合計 94,773 32,554

特別損失   

貸倒引当金繰入額 33,564 －

減損損失 51,237 －

投資有価証券評価損 24,092 －

関係会社株式売却損 － 18,328

固定資産除却損 － 15,926

事務所移転費用 － 13,096

その他 7,505 16,854

特別損失合計 116,398 64,205

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△193,954 40,516

法人税、住民税及び事業税 50,726 45,874

法人税等調整額 △10,366 △34,441

法人税等合計 40,359 11,433

少数株主利益 32,725 48,283

四半期純損失（△） △267,039 △19,199
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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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△193,954 40,516

減価償却費 － 10,711

減損損失 51,237 －

のれん償却額 15,062 45,218

貸倒引当金の増減額（△は減少） 53,117 32,562

その他の引当金の増減額（△は減少） － △15,605

受取利息及び受取配当金 △7,068 △4,998

支払利息 174 －

持分法による投資損益（△は益） 66,654 －

固定資産除却損 － 15,926

新株予約権戻入益 △23,800 －

関係会社株式売却損益（△は益） △63,277 18,328

投資有価証券評価損益（△は益） 24,092 －

売上債権の増減額（△は増加） 72,248 52,866

営業貸付金の増減額（△は増加） △458,384 △805,072

たな卸資産の増減額（△は増加） △17,700 －

仕入債務の増減額（△は減少） △33,471 △34,890

その他 △4,912 △69,482

小計 △519,983 △713,919

利息及び配当金の受取額 7,261 4,385

利息の支払額 △179 －

法人税等の支払額 △39,467 △48,238

法人税等の還付額 － 4,662

営業活動によるキャッシュ・フロー △552,368 △753,109

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 － △10,603

無形固定資産の取得による支出 － △14,766

関係会社株式の売却による収入 43,350 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

6,322 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

－ △139,765

貸付金の回収による収入 － 39,035

差入保証金の差入による支出 － △34,149

差入保証金の回収による収入 － 34,736

その他 △519 8,254

投資活動によるキャッシュ・フロー 49,152 △117,257
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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） △82,620 363,401

長期借入れによる収入 550,800 723,900

長期借入金の返済による支出 △170,962 △535,322

社債の発行による収入 － 51,054

社債の償還による支出 △55,998 △15,240

少数株主からの払込みによる収入 156,832 －

その他 △12 △7

財務活動によるキャッシュ・フロー 398,039 587,785

現金及び現金同等物に係る換算差額 △70,438 21,231

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △175,614 △261,350

現金及び現金同等物の期首残高 991,903 790,886

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △4,404 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 811,883 529,535
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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．各区分に属する主要な製品又は事業の内容等   

３．事業区分の名称の変更 

従来の「企業再生支援・投融資関連事業」につきましては、企業に対する「経営管理・人材・財務」を中

心としたサポート事業としての位置づけを明確にするために、「企業再生再編支援等・投融資関連事業」に

名称を変更いたしました。 

また、従来の「ロジスティックマネジメント事業」としていた事業はメーリング配送等を主体としたクロ

スメディアプロモーション業務でありましたが、事業価値の向上を図るために、企画提案事業を主体とした

事業への転換を図ったため、「セールスプロモーション事業」に名称を変更いたしました。 

４．事業区分の方法の変更 

従来、「企業再生支援・投融資関連事業」に区分しておりました消費者金融事業について、顧客が企業

（Ｂ to Ｂ）ではなく個人（Ｂ to Ｃ）であること及び受取利息の収益構造より判断し、個人対象の消費者

金融業の実態に合わせるため、「企業再生再編支援等・投融資関連事業」より分割し、「フィナンシャルサ

ービス事業」として区分することにいたしました。 

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「企業再生再編支援等・投融資関連事業」

の売上高は、425,879千円（うち、外部顧客に対する売上高は425,879千円）減少し、営業利益は、111,265千

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〕

  

ＩＴ関連 
事業 

（千円） 

企業再生
再編支援
等・投融
資関連事
業 
（千円） 

セールス
プロモー
ション事
業 
（千円） 

フィナン
シャルサ
ービス事
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 
 162,997  243,668  604,175  425,879  ―  1,436,721  ―  1,436,721

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 984  47,937  15,103  ―  ―  64,025  △64,025  ―

計  163,981  291,605  619,279  425,879  ―  1,500,746  △64,025  1,436,721

営業損益 

（△は損失） 
 △7,360  △4,923  18,782  111,265  △731  117,033  △229,153  △112,120

事業区分 主要な製品又は事業の内容等 

ＩＴ関連事業 

・ネットワークセキュリティ事業 

・ＵＲＬフィルタリング、コンテンツセキュリティ、レポーティン

グ、暗号、コンピュータペスト対策、遠隔監視システム 

・リチウムイオンバッテリー他電子部品 

・パソコン用内蔵電源装置 

企業再生再編支援等・投融資関連

事業 

・企業再生再編支援（Ｍ＆Ａ仲介、資金調達仲介、再生コンサルティ

ング、事業承継コンサルティング、企業調査）事業 

・会計等業務アウトソーシング事業 

・人材（専門職、専任職等）紹介事業 

・その他投融資関連事業 

セールスプロモーション事業 

・メーリング事業 

・マーケティング（Ｗｅｂサイト構築等）事業 

・金融ソリューション事業 

フィナンシャルサービス事業 ・消費者金融事業 

その他事業 ・複合部材事業  
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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．各区分に属する主要な製品又は事業の内容等 

３. 事業区分の名称変更 

従来の「企業再生再編支援等・投融資関連事業」につきましては、企業に対する「経営管理・財務」を中

心としたサポート業務として、再生企業へのＭ＆Ａ・資金調達等の仲介業務、事業承継企業等への企業価値

算定のコンサルティング業務を展開する事業として「企業再生再編事業」と名称変更いたしました。 

 ４. 事業区分の変更 

事業区分の方法につきましては、従来、「ＩＴ関連事業」、「企業再生再編支援等・投融資関連事業」、

「セールスプロモーション事業」、「フィナンシャルサービス事業」、「その他事業」の５区分により分類

をしておりましたが、「セールスプロモーション事業」につきましては第１四半期連結会計期間より株式会

社ジオブレインを連結の範囲から除外したことに伴い事業区分を廃止いたしました。また「その他事業」に

つきましては、第１四半期連結会計期間より、当該事業区分に含まれていた複合部材事業から撤退したこと

に伴い、廃止いたしました。 

５. 事業区分の追加 

前第４四半期連結会計期間に株式会社トラストアドバイザーズの株式を取得し、同社を連結子会社とした

ことにより、不動産賃貸管理事業としての位置づけを明確にするため、「不動産賃貸管理事業」を新たに区

分いたしました。  

 ６. 第１四半期連結会計期間において、連結子会社でありました株式会社アガットコンサルティングを連結の

範囲から除外したことにより、企業再生再編事業における資産の金額が116,016千円減少しております。  

  
ＩＴ関連 
事業 

（千円） 

企業再生 
再編事業 
（千円） 

不動産賃貸 
管理事業 
（千円） 

フィナン 
シャルサー
ビス事業 
（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 
 98,860  50,514  1,286,280  517,657  1,953,312  ―  1,953,312

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 ―  ―  ―  ―  ―  ―  ―

計  98,860  50,514  1,286,280  517,657  1,953,312  ―  1,953,312

営業損益  22,225  1,563  82,607  115,654  222,050  △156,575  65,475

 事業区分  主要な製品又は事業の内容等 

 ＩＴ関連事業 
・ＵＲＬフィルタリング、コンテンツセキュリティ、レポーティン

グ、暗号、コンピュータペスト対策 

 企業再生再編事業 
・企業再生再編事業（企業再生再編関連、Ｍ＆Ａ関連、資金調達支援）

事業 

 不動産賃貸管理事業 
・不動産賃貸管理事業（レジデンス事業、ビルマネジメント事業、オフ

ィス事業、アセットマネジメント事業） 

 フィナンシャルサービス事業 ・消費者金融事業 
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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．国又は地域の区分の方法 

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主な国又は地域 

アジア：中国（香港）、韓国 

  

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．国又は地域の区分の方法 

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主な国又は地域 

アジア：韓国 

〔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  1,010,841  425,879  1,436,721  －  1,436,721

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  3,528  3,528  △3,528  －

計  1,010,841  429,408  1,440,249  △3,528  1,436,721

営業損益 

（△は損失） 
 12,813  93,561  106,375  △218,495  △112,120

  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  1,435,655  517,657  1,953,312  －  1,953,312

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  1,435,655  517,657  1,953,312  －  1,953,312

営業損益  106,396  115,654  222,050  △156,575  65,475
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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．国又は地域の区分の方法 

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主な国又は地域 

アジア：中国（香港）、韓国 

３．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。 

  

 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．国又は地域の区分の方法 

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主な国又は地域 

アジア：韓国 

３．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。 

  

 該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕

  アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  425,879  425,879

Ⅱ 連結売上高（千円）        －  1,436,721

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  29.6  29.6

  アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  517,657  517,657

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  1,953,312

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  26.5  26.5

（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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 該当事項はありません。  

  

  

６．その他の情報
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