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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 17,534 △27.8 349 △68.4 436 △60.9 65 △89.6

21年3月期第3四半期 24,274 ― 1,108 ― 1,115 ― 629 ―

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 3.42 3.40
21年3月期第3四半期 28.28 28.08

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 28,605 21,255 73.4 1,156.21
21年3月期 32,230 22,232 68.2 1,088.20

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  21,010百万円 21年3月期  21,975百万円

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 ― 8.00 ― 12.00 20.00
22年3月期 ― 2.00 ―

22年3月期 
（予想） 3.00 5.00

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 24,500 △18.4 550 △55.3 600 △50.7 150 △68.5 7.84



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 

１．業績予想につきましては、平成21年11月11日に公表しました内容から変更しております。詳細につきましては平成22年２月10日付の「業績予想の修正
に関するお知らせ」をご参照ください。 
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等につい
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。なお、１株当たり当期純利益は、当第３四半期の期中平
均株式数を基に算出しております。 

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3月期第3四半期 23,218,901株 21年3月期  23,218,901株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  5,046,928株 21年3月期  3,024,228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 19,128,074株 21年3月期第3四半期 22,270,329株



 当第３四半期連結累計期間の経済環境は、米国経済の底打ちや中国・アジア経済の回復により世界同時不況の

悪時の状況から抜け出しつつありますが、企業収益や雇用情勢の低迷による設備投資や個人消費の不振によ

り、依然として厳しい状況で推移しました。 

 先端エレクトロニクス業界におきましても、中国をはじめとする各国政府の景気拡大策やエコ推進策により、

生産高および販売高とも回復基調となっておりますが、各顧客企業とも収益面での厳しさと先行きの不透明感か

ら、設備投資に関しては引き続き極めて慎重な姿勢を崩しておりません。 

 このような状況のもと、当社グループは、高付加価値のエンジニアリングサービスを提供し、積極的な営業活

動を展開することで、収益の改善に取り組んでまいりました。しかしながら事業環境は厳しく、半導体設計事

業、電子部品事業ともに前年同期実績には及ばず、当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高175

億34百万円（前年同期比27.8％減）、営業利益３億49百万円（同68.4％減）、経常利益４億36百万円（同60.9％

減）、四半期純利益65百万円（同89.6％減）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。なお、第１四半期連結会計期間から事業の種類別

セグメントを変更したため、前年同四半期比較にあたっては前第３四半期連結累計期間分を変更後の区分に組み

替えて行っております。 

〔半導体設計事業〕 

 半導体設計事業は、当社グループが蓄積してまいりました高度なエンジニアリング力を効果的に活用して高付

加価値商品・サービスの提供に努め、既存顧客との関係強化および新規顧客開拓に注力し、引き続き積極的な営

業活動を展開いたしました。主力商品の米国ケイデンス社製半導体設計用（ＥＤＡ）ソフトウェアは、新規顧客

への拡販や長期契約の獲得により堅調に推移いたしましたが、前年同期実績には及びませんでした。自社製テス

トシステムＲＥＴＳＥＴは、引き続き顧客ニーズの取り込みとコスト削減に注力いたしましたが、設備投資の減

退が大きく影響し、売上は減少いたしました。また、三栄ハイテックス株式会社のＬＳＩ設計受託ビジネスは、

市況悪化が顕在化するなか、更なる技術力の向上による競争力の強化と顧客の設計需要の包括的な取り込みに注

力してまいりましたが、業務案件数の減少が響き、売上は減少いたしました。 

 その結果、当事業の売上高は73億７百万円（同26.5％減）、営業利益は６億４百万円（同53.1％減）となりま

した。 

〔電子部品事業〕 

 電子部品事業は、デジタル家電やＯＡ・ＦＡ市場の既存顧客を中心に、当社のエンジニアリング力を活かした

高付加価値商品の拡販、新規アプリケーションの開拓に努めてまいりました。当第３四半期連結会計期間におい

て一部に市場の回復が見られたものの、第２四半期連結会計期間までの落ち込みは激しく、売上は減少いたしま

した。ハードディスク部門においては、ＤＶＲやその他ＡＶ機器向け出荷は堅調に推移したものの、ＯＡ・ＦＡ

市場が回復に至っておらず、売上が減少いたしました。デバイス部門においては、新規商材やＤＶＤ向けレーザ

ーダイオードドライバの大幅な出荷増があったものの、前連結会計年度で販売が終了したゲーム機向けＨＤＭＩ

チップの影響が大きく、売上は大きく減少いたしました。アイティアクセス株式会社の組み込みソフトウェア、

ＯＡ機器やデジタル家電などの開発支援ビジネスは、当第３四半期連結会計期間において回復が見られるものの

第２四半期連結会計期間までの落ち込みが大きく、売上は減少いたしました。 

 その結果、当事業の売上高は102億26百万円（同28.6％減）、営業利益は４億57百万円（同43.5％減）となりま

した。 

  

所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

〔日本〕 

ハードディスクドライブ、電子デバイス、自社製テストシステムＲＥＴＳＥＴ等の販売が減少し、売上高は135

億33百万円（同33.4％減）、営業利益は10億42百万円（同50.5％減）となりました。 

〔アジア〕 

主にハードディスクドライブ、電子デバイスの販売が増加し、売上高は40億１百万円（同1.1％増）、営業利益

は19百万円（前年同期は営業損失５百万円）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



当第３四半期連結会計期間末の総資産は、286億５百万円となり、前連結会計年度末に比べ36億24百万円減少して

おります。これは主に、商品及び製品や前渡金が減少したためであります。 

一方、負債は73億50百万円となり、前連結会計年度末に比べ26億47百万円減少しております。これは主に、支払

手形及び買掛金や長期借入金が減少したためであります。 

純資産は212億55百万円となり、前連結会計年度末に比べ９億77百万円減少しております。これは主に、自己株式

を取得したためであります。この結果、自己資本比率は73.4％となり、前連結会計年度末に比べ5.2ポイント増加し

ております。 

  

（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、前連結会計年

度末に比べ38百万円減少し、27億85百万円となりました。 

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、19億68百万円の収入（前年同期比27.9％減）となりました。これ

は主に、仕入債務や前受金が減少したものの、たな卸資産及び前渡金や売上債権の減少、法人税等の還付などに

より資金を得たためであります。 

 「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、１億33百万円の支出（同11.3％増）となりました。これは主に、

短期貸付けや投資有価証券の取得など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」は、18億72百万円の支出（同55.1％減）となりました。これは主に、

自己株式の取得や借入金の返済によるものであります。 

 当社は、平成21年11月11日に公表しました平成22年３月期の通期業績予想を修正いたしました。  

 詳細につきましては、平成22年２月10日付で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」をご参照

ください。 

 該当事項はありません。 

１．簡便な会計処理 

①固定資産の減価償却費の算定方法 

減価償却の方法として定率法を採用している固定資産につきましては、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しております。 

②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の算出に関しては、実地たな卸を省略し、第２四半期連結会計期間

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しております。 

③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に経営環境や一時差異の発生状況等に

著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニ

ングを利用する方法によっております。 

２．四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。 

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



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 2,785,210 2,823,324

受取手形及び売掛金 6,488,859 6,783,955

商品及び製品 2,296,256 3,087,989

前渡金 3,752,050 5,042,181

その他 625,915 1,114,760

貸倒引当金 △1,120 △1,455

流動資産合計 15,947,172 18,850,756

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 7,964,486 8,001,333

減価償却累計額 △3,236,994 △3,133,334

建物及び構築物（純額） 4,727,491 4,867,999

土地 5,687,498 5,687,498

その他 690,015 686,581

減価償却累計額 △449,093 △417,606

その他（純額） 240,921 268,974

有形固定資産合計 10,655,912 10,824,472

無形固定資産   

のれん 485,932 619,731

その他 93,268 155,150

無形固定資産合計 579,201 774,882

投資その他の資産   

投資有価証券 688,415 749,269

その他 923,408 1,202,402

貸倒引当金 △188,403 △171,761

投資その他の資産合計 1,423,420 1,779,910

固定資産合計 12,658,534 13,379,265

資産合計 28,605,706 32,230,022



（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,390,884 2,107,035

短期借入金 2,700,000 2,710,400

未払法人税等 10,529 74,045

賞与引当金 44,697 －

役員賞与引当金 2,600 －

その他 2,805,125 3,923,289

流動負債合計 6,953,837 8,814,769

固定負債   

長期借入金 － 750,000

退職給付引当金 277,147 265,188

役員退職慰労引当金 21,425 20,600

その他 98,018 147,181

固定負債合計 396,591 1,182,970

負債合計 7,350,428 9,997,740

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,517,159 10,517,159

資本剰余金 9,295,713 9,295,713

利益剰余金 3,162,815 3,376,608

自己株式 △1,902,149 △1,070,148

株主資本合計 21,073,540 22,119,333

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 21,475 36,351

繰延ヘッジ損益 △3,498 △56,428

為替換算調整勘定 △80,931 △123,362

評価・換算差額等合計 △62,953 △143,438

新株予約権 69,412 69,412

少数株主持分 175,279 186,974

純資産合計 21,255,277 22,232,282

負債純資産合計 28,605,706 32,230,022



（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 24,274,340 17,534,774

売上原価 19,306,881 13,971,763

売上総利益 4,967,458 3,563,010

販売費及び一般管理費 3,859,457 3,213,126

営業利益 1,108,001 349,883

営業外収益   

不動産賃貸料 374,235 321,451

その他 90,424 75,066

営業外収益合計 464,659 396,518

営業外費用   

支払利息 59,997 －

不動産賃貸費用 315,280 254,977

その他 81,684 54,959

営業外費用合計 456,962 309,937

経常利益 1,115,698 436,464

特別利益   

投資有価証券売却益 － 29,289

貸倒引当金戻入額 8,992 －

持分変動利益 7,953 －

その他 1,661 1,780

特別利益合計 18,607 31,069

特別損失   

投資有価証券評価損 16,851 135,988

たな卸資産評価損 38,258 －

事業構造改善費用 － 47,746

その他 5,476 40,717

特別損失合計 60,586 224,451

税金等調整前四半期純利益 1,073,719 243,082

法人税等 417,213 164,604

少数株主利益 26,793 13,057

四半期純利益 629,713 65,420



（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 1,073,719 243,082

減価償却費 300,349 267,191

のれん償却額 133,799 142,414

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8,992 17,093

退職給付引当金の増減額（△は減少） 23,683 46,147

受取利息及び受取配当金 △11,957 △7,668

支払利息 59,997 23,614

投資有価証券評価損益（△は益） － 135,988

売上債権の増減額（△は増加） 3,915,942 290,933

たな卸資産及び前渡金の増減額（△は増加） △119,994 2,056,737

仕入債務の増減額（△は減少） △562,288 △710,936

前受金の増減額（△は減少） △328,943 △970,442

その他 △55,897 170,576

小計 4,419,418 1,704,731

利息及び配当金の受取額 10,760 7,668

利息の支払額 △70,169 △25,331

法人税等の支払額 △1,629,438 △184,631

法人税等の還付額 － 521,978

事業構造改善費用の支払額 － △56,413

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,730,570 1,968,003

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 △44,531 △12,462

投資有価証券の取得による支出 △150,105 △89,820

投資有価証券の売却による収入 － 58,159

短期貸付けによる支出 － △79,928

子会社株式の取得による支出 － △32,673

その他 74,641 23,162

投資活動によるキャッシュ・フロー △119,996 △133,563

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） △977,120 300,000

長期借入金の返済による支出 △1,771,400 △1,060,400

自己株式の取得による支出 △1,028,404 △834,240

配当金の支払額 △386,387 △274,297

少数株主への配当金の支払額 △1,810 △362

その他 △1,192 △2,807

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,166,314 △1,872,107

現金及び現金同等物に係る換算差額 △99,234 △447

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,654,975 △38,114

現金及び現金同等物の期首残高 3,134,442 2,823,324

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,479,467 2,785,210



 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内容 

半導体設計事業………………ＥＤＡソフトウェア、テストシステム、ＬＳＩ受託設計開発 

電子部品事業…………………電子デバイス、ハードディスクドライブ、組込ソフト開発 

３．会計処理の方法の変更 

 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、半導体設計事業で1,685千円、電子部品事業で14,369千円それぞれ減少しております。 

４．追加情報 

第１四半期連結会計期間より、一部の連結子会社については役員退職慰労金制度を設けたことに伴い、役

員退職慰労引当金を計上しております。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、半導体設計事業で4,590千円減少しております。 

５．事業区分の変更  

 事業区分の方法については、従来、内部管理上採用している区分によっておりますが、第１四半期連結会

計期間より一部について事業戦略の見直しとそれに伴う内部組織体制の変更を行ったため、内部管理上の組

織変更に合わせて、従来「電子部品事業」に含めておりましたＡＳＩＣ受託設計販売及びボード開発販売を

「半導体設計事業」に含めることとしております。 

 なお、当第３四半期連結累計期間において、従来の事業区分によった場合の事業の種類別セグメント情報

は、次のとおりであります。 

 当第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） 

  

（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〕

  
半導体設計

事業 
（千円） 

電子部品
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  10,643,517  13,630,823  24,274,340  －  24,274,340

（２）セグメント間の 

内部売上高又は振替高 
 9,251  1,812  11,063  △11,063  －

計  10,652,768  13,632,635  24,285,404  △11,063  24,274,340

営業利益  1,351,034  747,935  2,098,970  △990,968  1,108,001

  
半導体設計

事業 
（千円） 

電子部品
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  9,187,502  15,086,838  24,274,340  －  24,274,340

（２）セグメント間の 

内部売上高又は振替高 
 8,161  －  8,161  △8,161  －

計  9,195,664  15,086,838  24,282,502  △8,161  24,274,340

営業利益  1,367,108  731,861  2,098,970  △990,968  1,108,001



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内容 

半導体設計事業………………ＥＤＡソフトウェア、テストシステム、ＬＳＩ受託設計開発 

電子部品事業…………………電子デバイス、ハードディスクドライブ、組込ソフト開発 

３．事業区分の変更  

 事業区分の方法については、従来、内部管理上採用している区分によっておりますが、第１四半期連結会

計期間より一部について事業戦略の見直しとそれに伴う内部組織体制の変更を行ったため、内部管理上の組

織変更に合わせて、従来「半導体設計事業」に含めておりましたボード開発販売を「電子部品事業」に含め

ることとしております。 

 なお、前第３四半期連結累計期間のセグメント情報を、当第３四半期連結累計期間において用いた事業区

分の方法により区分すると次のようになります。 

 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）  

  
半導体設計

事業 
（千円） 

電子部品
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  7,307,881  10,226,893  17,534,774  －  17,534,774

（２）セグメント間の 

内部売上高又は振替高 
 32,721  －  32,721  △32,721  －

計  7,340,602  10,226,893  17,567,495  △32,721  17,534,774

営業利益  604,767  457,529  1,062,296  △712,412  349,883

  
半導体設計

事業 
（千円） 

電子部品
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  9,947,923  14,326,417  24,274,340  －  24,274,340

（２）セグメント間の 

内部売上高又は振替高 
 8,161  －  8,161  △8,161  －

計  9,956,085  14,326,417  24,282,502  △8,161  24,274,340

営業利益  1,289,373  809,596  2,098,970  △990,968  1,108,001



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。 

アジア・・・・シンガポール、中国、香港 

３．会計処理の方法の変更 

 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16,055千円減少しております。 

４．追加情報 

 第１四半期連結会計期間より、一部の連結子会社については役員退職慰労金制度を設けたことに伴い、

役員退職慰労引当金を計上しております。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4,590千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） 

（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。 

アジア・・・・シンガポール、中国、香港 

〔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  20,315,860  3,958,479  24,274,340  －  24,274,340

 （２） セグメント間の 

    内部売上高又は振替高 
 3,481,075  12,637  3,493,712  △3,493,712  －

 計  23,796,936  3,971,117  27,768,053  △3,493,712  24,274,340

 営業利益又は営業損失（△）  2,104,267  △5,297  2,098,970  △990,968  1,108,001

  
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  13,533,341  4,001,433  17,534,774  －  17,534,774

 （２） セグメント間の 

    内部売上高又は振替高 
 3,883,642  32,239  3,915,882  △3,915,882  －

 計  17,416,984  4,033,672  21,450,656  △3,915,882  17,534,774

 営業利益  1,042,031  19,987  1,062,019  △712,135  349,883



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．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりです。  

（1）アジア・・・・・マレーシア、台湾、中国、香港、シンガポール、韓国、タイ 

（2）ヨーロッパ・・・ハンガリー、ドイツ、ベルギー、イギリス、フランス、ポーランド 

（3）北米・・・・・・アメリカ 

    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。 

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す。  

（1）アジア・・・・・マレーシア、台湾、中国、香港、シンガポール、韓国、タイ 

（2）ヨーロッパ・・・ハンガリー、フランス 

（3）北米・・・・・・アメリカ 

    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。 

 当社は、当第３四半期連結累計期間において、自己株式2,022,700株を取得しております。この結果、当第３

四半期連結累計期間において自己株式が832,000千円増加し、当第３四半期連結会計期間末において自己株式が

1,902,149千円となっております。 

  

〔海外売上高〕

  アジア ヨーロッパ 北米 計

 Ⅰ 海外売上高（千円）  6,552,554  604,155  329,660  7,486,370

 Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  24,274,340

 Ⅲ 連結売上高に占める海外 

   売上高の割合（％） 
 27.0  2.5  1.3  30.8

  アジア ヨーロッパ 北米 計

 Ⅰ 海外売上高（千円）  5,023,111  507,308  25,487  5,555,907

 Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  17,534,774

 Ⅲ 連結売上高に占める海外 

   売上高の割合（％） 
 28.7  2.9  0.1  31.7

（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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