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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 62,359 △7.1 2,652 △6.8 3,927 0.0 1,752 18.5
21年3月期第3四半期 67,126 ― 2,847 ― 3,925 ― 1,478 ―

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 87.09 ―
21年3月期第3四半期 72.23 ―

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 72,278 57,047 78.5 2,827.42
21年3月期 73,079 56,123 76.4 2,759.79

（参考） 自己資本  22年3月期第3四半期  56,718百万円 21年3月期  55,826百万円

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 ― 30.00 30.00
22年3月期 ― 0.00 ―
22年3月期 
（予想）

30.00 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  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 83,000 △7.2 2,650 △21.0 4,000 △16.6 2,600 41.2 129.34

－ 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  

(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） 

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 
１．平成22年３月期の通期業績につきましては、平成21年11月12日に公表しました予想を修正しております。詳細につきましては、本日公表の「業績予想
の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 
２．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、当社が現在入手している情報及び合理的と判断する一定の前提に基づいており、実際
の業績等は、様々な要因によって異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は、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 20,939,200株 21年3月期 20,939,200株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期 878,981株 21年3月期 710,841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 20,116,465株 21年3月期第3四半期 20,466,492株

－ 2 －



 当第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日～平成21年12月31日）の小売業界の環境は、厳しい雇用環境や所得

減少懸念から消費者の生活防衛意識や節約志向が引き続き高い状況の中、政府からのデフレ宣言もあり、依然として

先行きの不透明感は続いています。また衣料・服飾雑貨、生活雑貨、飲食等の多くの業種において市場価格の低下が

進み、業界の消費構造の変化が一層顕著になっております。 

 このような状況の中、The SAZABY LEAGUEでは市場に適合したMD強化等の売上対策や管理可能経費の削減等に取り

組み、業績の確保に努めました。 

 その結果、当第３四半期連結累計期間の当社の連結業績は、売上高623億59百万円（前年同期比7.1％減 ）、営業

利益は26億52百万円（同6.8％減）、経常利益は39億27百万円（同0.0％増）、四半期純利益は17億52百万円（同

18.5％増）となりました。 

 売上高は、主に既存店の前年同期比が86.9％（衣料・服飾雑貨84.8％、生活雑貨87.0％、飲食・サービス91.5％）

と減少になったこと等により、前年同期と比べ約47億円減少いたしました。売上総利益につきましては、売上高の減

少に伴い前年同期と比べ約35億円の減少となりました。 

 一方、営業利益は、期首から取り組んでいる管理可能経費の削減努力や人件費の適正化等の効果により、前年同期

と比べ約２億円の減少となりましたが、当初の見込みは上回って推移しております。 

 また経常利益は持分法投資利益の増加により前年と同じ水準で推移し、四半期純利益は税金費用の減少等により、

２億73百万円増加しました。 

 店舗の状況につきましては、当第３四半期連結累計期間中に37店舗を新たに出店し、営業政策上46店舗を閉鎖し、

その結果、当第３四半期連結累計期間末店舗数は617店舗（前連結会計年度末626店舗）となりました。 

（セグメント別事業の状況） 

①Living Style Value Creation（ひとつ先のリビングスタイルの創造） 

 売上高は269億56百万円（前年同期比17.1％増）、営業利益は23億91百万円となりました。 

②Brand Incubation（様々なブランドの創造と育成） 

 売上高は271億65百万円（前年同期比10.5％減）、営業利益は14億41百万円となりました。 

③Global Brand Alliance（グローバルな視点でのブランドコラボレーション）  

 売上高は82億38百万円（前年同期比40.1％減）、営業損失は1億60百万円となりました。  

    セグメント別売上高、営業利益はセグメント間の取引については相殺消去しております。   

（ご参考 業種別の状況） 

①衣料・服飾雑貨 

 売上高は348億83百万円（前年同期比8.0％減）、営業損失は１億54百万円（前年同期営業利益３億43百万円）

となりました。既存店売上前年同期比は84.8%と依然厳しい状況が続いておりますが、上半期実績83.3％と比較

し、当第３四半期会計期間実績87.5％とブランドによっては多少底打ち観が見えはじめました。営業施策として

は、引き続き商品企画体制の強化に取り組むとともに在庫の適正化に努めております。 

②生活雑貨 

 売上高は126億17百万円（前年同期比9.2％減）、営業利益は11億０百万円（同16.4％減）となりました。既存

店売上前年同期比は87％と客数減少の影響が続いており、特に百貨店で展開する生活雑貨店舗のOL層の客数減少

が顕著となっています。市場全体の低価格が一層進む中、営業施策として店頭でのキャンペーン活動を通してお

買い得感をアピールする販促活動を強化しております。また駅ビルを中心とした小型店舗の多店舗化のビジネス

モデルの開発・リモデルを進め、生活雑貨（Cocoonist：コクーニスト）ならびに生花事業（La Coloriste：ラ・

コロリスト）の事業展開を進めています。 

③飲食・サービス 

 売上高は152億33百万円（前年同期比2.6％減）、営業利益は２億33百万円（前年同期営業損失１億72百万円）

となりました。既存店売上前年同期比は91.5％で推移しておりますが、喫茶事業においてメニュー替えの効果に

よる単価アップがほぼ一巡したこと、全般的に客数減少の基調は続いていることから当第３四半期会計期間の既

存店売上前期比は89.0％で推移しております。営業施策としては不採算店舗の撤退、既存店舗のリニューアル

（主にAfternonn TeaとKIHACHIブランドのテイクアウト事業との融合店舗）等に取り組んでおります。また当第

３四半期累計期間の営業利益は事業の統合効果による原価率、人件費等のコントロールにより前年同期比で約４

億円の改善を実現しました。 

業種別売上高及び営業損益は各社の単純合算であり、連結消去及び持株会社等の数値は含んでおりません。  

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） 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べて６億74百万円減少し、383億24百万円となりました。これは主に有価証

券が償還により15億円、未収税金が法人税や消費税等の還付により14億15百万円それぞれ減少した一方で、受取手

形及び売掛金が20億８百万円増加したことによります。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べて１億26百万円減少し、339億54百万円となりました。これは主として関

係会社株式が持分法損益の取込によって７億91百万円増加した一方で、有形固定資産が減価償却等により８億59百

万円減少したことによるものです。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて８億１百万円減少し、

722億78百万円となりました。 

（負債） 

 流動負債は、前連結会計年度末に比べて16億４百万円減少し、132億30百万円となりました。これは主に未払法

人税等が10億84百万円、未払消費税（「その他」に含む）が４億68百万円それぞれ減少したことによるものです。

 固定負債は、前連結会計年度末に比べて１億20百万円減少し、20億１百万円となりました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べて17億24百万円減少し、

152億31百万円となりました。  

（純資産） 

 当第３四半期連結累計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べて９億23百万円増加し、570億47百万

円となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第３四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ

110億99百万円減少し、56億37百万円となりました。  

① 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資金の増加は、42百万円（前年同期は８億75百万円の減少）

となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益36億66百万円や法人税等の還付額９億57百万円、仕入債務の

増加４億21百万円等により資金が増加した一方で、法人税等の納付30億81百万円や売上債権の増加20億円等により

資金が減少したことによるものです。 

② 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資金の減少は、101億80百万円（前年同期は14億61百万円の

減少）となりました。これは主に定期預金（預入期間３ヶ月超１年以内）の純増119億円や 長期預金（同１年超）

の預入による支出30億円、投資有価証券の取得による支出10億円等により資金が減少した一方で、投資有価証券の

償還による収入40億円や長期預金の払戻による収入20億円等により資金が増加したことによるものです。 

③ 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資金の減少は、９億55百万円（前年同期は31億72百万円の減

少）となりました。これは主に配当金の支払６億６百万円や自己株式の取得による支出２億26百万円、長期借入金

の返済による支出１億95百万円等により資金が減少したことによるものです。 

 主要事業の年末商戦の売上高が堅調となり、売上高は前回予想のとおり推移しております。一方で営業利益は、全

社をあげて管理可能経費の削減努力に引き続き取り組んだことにより、想定を上回って推移いたしました。 

 これらの結果から、平成22年３月期の通期業績予想につきまして修正を行っております。 

 詳細につきましては、本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

 なお、業績予想の数値は、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、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により業績予想の数値と異なる場合があります。  

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 たな卸資産の評価方法 

 当第３四半期連結会計期間末のたな卸高に関しては、一部の子会社において実地たな卸を省略し、前連結

会計年度末の実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

② 法人税等、繰延税金資産及び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、前連結会計年度末以降の経営環境等、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・プランニングを利用する方法によっております。 

③ 税金費用の計算 

 税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果

会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しておりま

す。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

 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：百万円）

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 19,337 19,537

受取手形及び売掛金 8,353 6,344

有価証券 － 1,500

商品及び製品 8,202 7,487

その他 2,435 4,133

貸倒引当金 △4 △4

流動資産合計 38,324 38,998

固定資産   

有形固定資産 5,659 6,518

無形固定資産 557 669

投資その他の資産   

関係会社株式 13,185 12,394

敷金及び保証金 6,879 7,115

その他 7,717 7,440

貸倒引当金 △45 △56

投資その他の資産合計 27,737 26,893

固定資産合計 33,954 34,081

資産合計 72,278 73,079

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,474 4,053

短期借入金 2,220 2,245

未払法人税等 814 1,898

賞与引当金 613 767

役員賞与引当金 11 －

その他 5,095 5,869

流動負債合計 13,230 14,834

固定負債   

長期借入金 340 400

退職給付引当金 340 326

役員退職慰労引当金 1,053 1,130

その他 266 264

固定負債合計 2,001 2,121

負債合計 15,231 16,956
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（単位：百万円）

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 4,593 4,593

資本剰余金 5,752 5,752

利益剰余金 48,882 47,736

自己株式 △2,366 △2,140

株主資本合計 56,861 55,942

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 8 15

繰延ヘッジ損益 △120 △96

為替換算調整勘定 △31 △35

評価・換算差額等合計 △143 △116

少数株主持分 328 297

純資産合計 57,047 56,123

負債純資産合計 72,278 73,079
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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：百万円）

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 67,126 62,359

売上原価 22,174 20,968

売上総利益 44,952 41,391

営業収入 63 78

営業総利益 45,015 41,469

販売費及び一般管理費   

地代家賃 12,700 11,784

貸倒引当金繰入額 70 －

給料手当及び賞与 12,073 12,172

賞与引当金繰入額 903 613

役員賞与引当金繰入額 133 11

退職給付費用 64 176

役員退職慰労引当金繰入額 29 46

その他 16,192 14,012

販売費及び一般管理費合計 42,168 38,817

営業利益 2,847 2,652

営業外収益   

受取利息 98 86

受取配当金 3 －

持分法による投資利益 888 987

その他 222 260

営業外収益合計 1,212 1,334

営業外費用   

支払利息 50 26

デリバティブ評価損 36 7

貸倒引当金繰入額 4 －

その他 42 25

営業外費用合計 133 59

経常利益 3,925 3,927

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 2

商品処分益 － 92

未払費用戻入額 － 114

その他 － 22

特別利益合計 － 230

特別損失   

固定資産除却損 209 405

過年度役員退職慰労引当金繰入額 110 －

その他 16 86

特別損失合計 336 492

税金等調整前四半期純利益 3,589 3,666

法人税等 2,083 1,882

少数株主利益 27 31

四半期純利益 1,478 1,752
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 23,902 21,879

売上原価 7,639 7,077

売上総利益 16,263 14,801

営業収入 27 31

営業総利益 16,291 14,833

販売費及び一般管理費   

地代家賃 4,488 4,056

貸倒引当金繰入額 77 －

給料手当及び賞与 3,939 4,054

賞与引当金繰入額 432 289

役員賞与引当金繰入額 44 3

退職給付費用 22 57

役員退職慰労引当金繰入額 11 13

その他 5,621 4,343

販売費及び一般管理費合計 14,637 12,819

営業利益 1,653 2,013

営業外収益   

受取利息 26 35

受取配当金 1 －

持分法による投資利益 285 237

その他 69 65

営業外収益合計 382 338

営業外費用   

支払利息 24 7

デリバティブ評価損 42 10

貸倒引当金繰入額 4 －

その他 14 11

営業外費用合計 85 29

経常利益 1,950 2,322

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 2

未払費用戻入額 － 13

特別利益合計 － 15

特別損失   

固定資産除却損 63 162

その他 0 12

特別損失合計 63 175

税金等調整前四半期純利益 1,886 2,162

法人税等 906 944

少数株主利益 14 19

四半期純利益 965 1,199
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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 3,589 3,666

減価償却費 1,133 1,176

持分法による投資損益（△は益） △888 △987

長期前払費用償却額 121 113

デリバティブ評価損益（△は益） 36 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 74 △11

退職給付引当金の増減額（△は減少） 42 144

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △67 △76

賞与引当金の増減額（△は減少） 444 △154

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 133 11

固定資産除却損 209 405

受取利息及び受取配当金 △101 △88

支払利息 50 26

売上債権の増減額（△は増加） △2,517 △2,000

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,369 △700

仕入債務の増減額（△は減少） 1,854 421

その他 289 △1

小計 2,035 1,943

利息及び配当金の受取額 290 250

利息の支払額 △53 △27

法人税等の還付額 － 957

法人税等の支払額 △3,147 △3,081

営業活動によるキャッシュ・フロー △875 42

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 △2,210 △479

無形固定資産の取得による支出 △173 △128

敷金及び保証金の差入による支出 △435 △138

敷金及び保証金の回収による収入 478 378

保険積立金の払戻による収入 224 106

関係会社株式の取得による支出 △152 －

投資有価証券の取得による支出 － △1,000

投資有価証券の償還による収入 1,000 4,000

定期預金の純増減額（△は増加） － △11,900

長期預金の預入による支出 － △3,000

長期預金の払戻による収入 － 2,000

預り保証金の返還による支出 △230 －

その他 37 △18

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,461 △10,180
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（単位：百万円）

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） △2,240 110

長期借入金の返済による支出 △265 △195

自己株式の取得による支出 △155 △226

配当金の支払額 △511 △606

その他 － △37

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,172 △955

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 △6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,509 △11,099

現金及び現金同等物の期首残高 20,298 16,737

現金及び現金同等物の四半期末残高 14,789 5,637

－ 11 －
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 該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日） 

（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〕

  

Living Style
Value 
Creation 
（百万円） 

Brand 
Incubation 

  
（百万円） 

Global 
Brand 
Alliance 
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は 
全社 

（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高・営業収入             

(1）外部顧客に対する 

売上高・営業収入 
 8,030  11,263  4,636  23,930  －  23,930

(2）セグメント間の 

内部売上高・営業収入 
 1  0  39  41  △41  －

計  8,031  11,264  4,675  23,971  △41  23,930

営業利益又は営業損失（△）  862  1,256  △67  2,051  △398  1,653

  

Living Style
Value 
Creation 
（百万円） 

Brand 
Incubation 

  
（百万円） 

Global 
Brand 
Alliance 
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は 
全社 

（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高・営業収入             

(1）外部顧客に対する 

売上高・営業収入 
9,020 10,014  2,876  21,911  －  21,911

(2）セグメント間の 

内部売上高・営業収入 
 0  0  25  26  △26  －

計  9,020  10,015  2,901  21,937  △26  21,911

営業利益  989  1,177  137  2,304  △290  2,013
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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） 

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 

事業の種類別セグメントは、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各事業区分に属する主要な商品の名称等 

 (1）Living Style Value Creation 

      ひとつ先のリビングスタイルの創造 

生活雑貨事業：Afternoon Tea（Afternoon Tea LIVING） 

飲食事業：Afternoon Tea（Afternoon Tea TEAROOM） 

(2）Brand Incubation 

様々なブランドの創造と育成 

衣料事業：ANAYI / ESTNATION / And A 

服飾雑貨事業：agete / SAZABY 

(3）Global Brand Alliance 

グローバルな視点でのブランド・コラボレーション 

衣料事業：RonHerman / AMERICAN RAG CIE / Zadig & Voltaire / 3.1 phillip lim 

服飾雑貨事業：CAMPER 

生活雑貨事業：JANE PACKER 

サービス事業：TAACOBA 

  

Living Style
Value 
Creation 
（百万円） 

Brand 
Incubation 

  
（百万円） 

Global 
Brand 
Alliance 
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は 
全社 

（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高・営業収入             

(1）外部顧客に対する 

売上高・営業収入 
 23,028  30,358  13,803  67,189  －  67,189

(2）セグメント間の 

内部売上高・営業収入 
 5  0  60  67  △67  －

計  23,033  30,359  13,864  67,257  △67  67,189

営業利益又は営業損失（△）  2,246  2,361  △471  4,136  △1,289  2,847

  

Living Style
Value 
Creation 
（百万円） 

Brand 
Incubation 

  
（百万円） 

Global 
Brand 
Alliance 
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は 
全社 

（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高・営業収入             

(1）外部顧客に対する 

売上高・営業収入 
 27,030  27,169  8,238  62,438  －  62,438

(2）セグメント間の 

内部売上高・営業収入 
 19  1  72  92  △92  －

計  27,049  27,171  8,310  62,531  △92  62,438

営業利益又は営業損失（△）  2,391  1,441  △160  3,672  △1,020  2,652
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 当第３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日）及び当第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）において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３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日）及び当第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）において、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。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

－ 14 －
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