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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 3,805 △32.7 △347 ― △304 ― △331 ―

21年3月期第3四半期 5,654 7.1 △407 ― △601 ― △677 ―

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 △16.10 ―

21年3月期第3四半期 △75.20 ―

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 3,170 1,219 38.4 39.95
21年3月期 2,981 1,147 38.5 127.45

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  1,217百万円 21年3月期  1,147百万円

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
22年3月期 ― ― ―

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 4,874 △26.4 △470 ― △440 ― △489 ― △16.05



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）  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。 

(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．平成21年11月13日に開示いたしました、平成22年３月期の連結業績予想は、本資料において修正しております。 
２．上記の業績予想は、現在入手可能な情報により当社が合理的に判断した予想であり、実際の業績は様々な要因により変動いたしますのでご承知おき
下さい。予想前提条件その他の関連する事項については、４ページ「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

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 30,478,469株 21年3月期  9,020,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  17,436株 21年3月期  15,768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 20,619,997株 21年3月期第3四半期 9,005,892株



  当第３四半期連結累計期間における当連結グループを取り巻く経営環境は、昨年来の世界的な景気停滞のなか、各

国の財政出動による需要喚起、特に中国を筆頭とする新興国市場の需要拡大がありましたが、世界全体、特に日本の

景気回復までには至らず、依然として、雇用情勢、デフレ基調の経済状況、低水準の消費レベルなど先行き不安の市

場心理を解消するには至っておりません。 

 このような状況において、当連結グループは赤字体質から「黒字体質への転換」を図るべく、マレーシア現法の閉

鎖、新潟事業所の閉鎖に向けた事業の再編、希望退職の募集をはじめとする継続的な再構築による変動費、固定費の

圧縮に取り組んでまいりました。新規顧客の開発を進める事で一定の成果は上がってまいりましたが、納入先におけ

る最終消費財価格の大幅低下、製品合理化による１台当たりの部品使用数量の減少などにより、売上高は前年同期に

対し、大きく下回る結果となりました。営業損益は、事業構造改革による一定の効果が出ましたが、その効果が当初

の計画時期よりずれ込んだためと販売価格の低下、素材の高騰により、黒字化の計画に対して不本意な結果となりま

した。 

 当連結グループは将来の業容拡大および収益確保のため、株式会社ハリーズに10月に資本参加をし、連結対象子会

社としました。第４四半期には製造装置の売上を計上する予定です。今後はこの実績をベースに販売の拡大を図り収

益向上という当初の資本参加の目的の成果を挙げていきます。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間は、売上高38億５百万円（前年同四半期比32.7％減）営業損失３億47百万円

（前年同四半期は、営業損失４億７百万円）、経常損失３億４百万円（前年同四半期は、経常損失６億１百万円）、

四半期純損失３億31百万円（前年同四半期は、四半期純損失６億77百万円）となりました。 

  

 事業部門別の業績は次のとおりであります。 

 高周波部品事業は、売上高３億61百万円（前年同四半期比58.2％減）、生産高３億36百万円（同63.6％減）、受

注残高75百万円（同32.8％減）となりました。機構部品事業は、売上高30億16百万円（同26.0％減）、生産高29億

32百万円（26.7％減）、受注残高７億29百万円（同41.0％増）となりました。プレス部品事業は、売上高４億23百

万円（同40.7％減）、生産高３億76百万円（同59.4％減）、受注残高10百万円（同31.6％減）となりました。消費

財製造装置事業は、売上高４百万円、生産高４百万円、受注残高99百万円となりました。 

  

 所在地別セグメントの業績は次の通りであります。 

 所在地別セグメントの業績では、日本においては、売上高22億74百万円（前年同四半期比32.5％減）、営業利益

１億４百万円（同217.2％増）となりました。東南アジアにおいては、売上高７億56百万円（同46.1％減）、営業

損失２億90百万円（前年同四半期は営業利益25百万円）となりました。東アジアにおいては、売上高７億74百万円

（前年同四半期比12.2％減）、営業利益96百万円（前年同四半期は営業損失１億33百万円）となりました。 

  

 種類別セグメントの業績は次の通りであります。 

 種類別セグメントの業績では、電子機器用部品事業においては、テレビのデジタル化によりデジタルコネクター

の増加が支えとなりましたが、売上、利益に貢献するほどの伸びには至りませんでした。第４四半期より効果が期

待出来ます。また従来品であるアナログピンジャックの売価低迷と素材高騰の影響を受け、売上高38億１百万円、

営業損失３億17百万円となりました。 

消費財製造装置事業においては、各社からの引き合いは強くあるものの、当第３四半期での受注には結びつかず、

売上高４百万円、営業損失30百万円となりました。  

  

（１）資産、負債及び純資産の状況 

（流動資産） 

 当第３四半期連結会計期間末における流動資産残高は19億63百万円となり、前連結会計年度末と比較して２億３

百万円の減少となりました。これは主に仕入れを抑制したことにより棚卸資産が減少したことによります。 

（固定資産） 

 当第３四半期連結会計期間末における固定資産残高は12億６百万円となり、前連結会計年度末と比較して３億91

百万円の増加となりました。これは主に株式会社ハリーズを連結子会社としたことに伴うのれんの発生及び有形固

定資産が増加したことによります。 

（流動負債） 

 当第３四半期連結会計期間末における流動負債残高は10億54百万円となり、前連結会計年度末と比較して２億41

百万円の減少となりました。これは主に短期借入金の返済と新株予約権付社債が行使されることによって償還され

たことによります。 

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

２．連結財政状態に関する定性的情報



（固定負債） 

 当第３四半期連結会計期間末における固定負債残高は８億96百万円となり、前連結会計年度末と比較して３億58

百万円の増加となりました。これは主に株式会社ハリーズを連結子会社としたことと借入金による資金調達をした

ことによります。 

（純資産） 

 当第３四半期連結会計期間末における純資産残高は12億19百万円となり、前連結会計年度末と比較して71百万円

の増加となりました。これは主に新株式発行と新株予約権の行使に伴う資本金の増加によります。 

  

（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。）は４億84百万円（前連

結会計年度末４億76百万円）となりました。 

  

当第３四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３四半期連結会計期間末における、営業活動によるキャッシュ・フローは、１億60百万円の減少（前年

同四半期は２億46百万円の減少）となりました。これは主に営業損失を計上したことによります。 

  （投資活動によるキャッシュ・フロー）  

 当第３四半期連結会計期間末における、投資活動によるキャッシュ・フローは、１億11百万円の減少（前年

同四半期比は２億32百万円の減少）となりました。これは主に、固定資産の取得と株式会社ハリーズを子会社

化することによる出資金の支出、及び株式会社ハリーズからの貸付金返済を差し引いたことによります。 

  （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結会計期間末における、財務活動によるキャッシュ・フローは、３億２百万円の増加（前年

同四半期比120.7％増）となりました。これは主に、転換社債型新株予約権が行使されたことによります。 

   

 最近の業績動向を踏まえ平成22年３月期の連結業績予想を修正しております。詳細は、本日別途開示する「業績予

想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。   

  

 当第３四半期連結累計期間において、株式会社ハリーズが実施する第三者割当増資の引受けを行った結果、同

社は当社の連結子会社となりました。 

  

① 棚卸資産の評価方法 

 当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高

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 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。 

③ 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 

 法人税等の納付税額の算定に関して、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法によっ

ております。 

 また、繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等、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、前連結会計年度決算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。  

  

 該当事項はありません。 

  

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



 当連結グループは、「経営再建計画」を着実に実行し、当第３四半期連結累計期間においては、売上高が前年

同期比で32.7％の減収でありながら営業損失は前年同期よりも改善され、また構造改革の一つである希望退職が

完了したことにより、第４四半期以降で効果が出始め、来期には確実に貢献すると思われます。 

 しかしながら、当第３四半期連結累計期間も依然として３億47百万円の営業損失の計上及び営業活動によるキ

ャッシュ・フローがマイナスであることから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在して

おります。 

 当連結グループは、当該重要事象等を解消するための「経営再建計画」の内容として、生産活動、販売活動、

管理面において構造改善のための以下の施策を継続実行しております。 

（生産活動）  

 生産拠点の見直しと再編成、最適地生産、内製・現調化、一貫生産体制の構築を行い、適正人員配置による事

業構造の変革を進めており、マレーシア生産現地法人の閉鎖等を含めた海外生産拠点の統廃合を進めると共に、

新潟事業所の物流部門と本社の生産部門、品質保証部門を京浜地区に統合し、それに伴って新潟事業所を第４四

半期で閉鎖することによって国内生産拠点としては福島工場のみとすることで生産性の効率化を計り、人員削減

と合わせて製造原価の大幅なコスト低減が来期以降には実現出来ると見込んでおります。 

（販売活動） 

 デジタルコネクター及び精密プレス製品の開発・販売強化と新製品の市場への投入、マーケティングの強化を

図ると共に人材の見直しを図っております。 

（管理面） 

 業務の見直しによる組織のスリム化、グループ間における商流の変更と仕切価格の適正化、報酬・給与の減額

継続と希望退職を実行いたしました。 

（事業面） 

 平成21年10月６日に従来のコネクター事業だけではなく将来の事業拡大を目指して、消費財製造装置及びその

消費財を販売している株式会社ハリーズを子会社化いたしました。同社は目先非常に厳しい環境下にあります

が、同社の所有する制御技術を基本に開発されました硝子研磨装置は、タッチパネル化が進む現環境下で高く評

価され、各社からの引き合いも強く入っております。 

 また、ＲＦＩＤ製造装置に関しましては上海の企業との契約交渉が行われており、締結に向けて鋭意邁進中で

あります。 

 資金面におきましては、第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（ＭＳＣＢ）が平成21年９月19日に償還期

限を迎えましたが、平成21年９月18日開催の取締役会において、償還期限および行使期限を平成22年９月19日ま

で延長する決議を行い、平成21年10月30日開催の臨時株主総会において行使期限の延長を特別決議として上程し

株主の承認を頂いております。 

 販売面におきましては、当社の主力製品であるピンジャックに変わり、今後主力製品と位置付けておりますデ

ジタルコネクターの大口受注が実現して供給が始まっており、来期の受注も確実なものとなってきております。

 今後も当連結グループ一丸となり「経営再建計画」を遂行することで、経営の安定化と黒字化を実現いたしま

す。 

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等



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 487,607 534,028

受取手形及び売掛金 784,443 737,983

商品及び製品 218,436 292,419

仕掛品 165,141 171,839

原材料及び貯蔵品 231,013 298,268

その他 86,662 137,015

貸倒引当金 △9,764 △4,884

流動資産合計 1,963,541 2,166,671

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 97,751 149,927

機械装置及び運搬具（純額） 264,684 80,358

工具、器具及び備品（純額） 202,718 182,012

土地 291,161 289,351

建設仮勘定 47,604 17,280

有形固定資産合計 903,920 718,930

無形固定資産   

のれん 180,478 －

その他 10,694 15,803

無形固定資産合計 191,173 15,803

投資その他の資産   

投資有価証券 11,414 7,709

その他 100,023 72,141

投資その他の資産合計 111,437 79,850

固定資産合計 1,206,531 814,584

資産合計 3,170,073 2,981,255



（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 571,807 609,615

短期借入金 59,276 157,963

1年内償還予定の社債 5,000 －

転換社債型新株予約権付社債 57,000 150,000

未払法人税等 5,635 8,523

製品保証引当金 791 －

事業構造改善引当金 71,629 155,180

その他 283,219 214,218

流動負債合計 1,054,359 1,295,501

固定負債   

長期借入金 274,091 －

長期割賦未払金 112,971 －

繰延税金負債 18,587 18,587

退職給付引当金 275,677 300,655

役員退職慰労引当金 215,118 215,118

その他 225 3,825

固定負債合計 896,671 538,187

負債合計 1,951,031 1,833,689

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,203,980 1,010,000

資本剰余金 991,572 797,592

利益剰余金 △869,266 △537,291

自己株式 △3,361 △3,309

株主資本合計 1,322,923 1,266,990

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 378 △2,271

為替換算調整勘定 △106,301 △117,152

評価・換算差額等合計 △105,922 △119,423

新株予約権 2,040 －

純資産合計 1,219,041 1,147,566

負債純資産合計 3,170,073 2,981,255



（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 5,654,421 3,805,953

売上原価 4,782,234 3,246,238

売上総利益 872,187 559,715

販売費及び一般管理費 1,279,984 907,681

営業損失（△） △407,797 △347,966

営業外収益   

受取利息 2,954 727

受取配当金 391 229

受取賃貸料 7,878 6,669

為替差益 － 15,874

助成金収入 － 26,066

その他 10,853 7,954

営業外収益合計 22,078 57,521

営業外費用   

支払利息 14,238 11,826

為替差損 193,918 －

その他 7,256 2,138

営業外費用合計 215,413 13,965

経常損失（△） △601,132 △304,410

特別利益   

前期損益修正益 84,561 4,483

固定資産売却益 3,885 11,202

役員退職慰労引当金戻入額 26,850 －

賞与引当金戻入額 16,559 －

製品保証引当金戻入額 － 28

保険差益 1,625 －

特別利益合計 133,481 15,714

特別損失   

前期損益修正損 896 18,746

固定資産除売却損 5,386 656

事業構造改善引当金繰入額 140,000 －

特別退職金 15,762 1,715

貸倒損失 7,473 －

関係会社債権放棄損 6,949 －

特別損失合計 176,468 21,118

税金等調整前四半期純損失（△） △644,119 △309,814

法人税、住民税及び事業税 20,571 14,693

過年度法人税等 － 15,648

法人税等調整額 12,537 －

法人税等合計 33,109 30,341

少数株主損失（△） － △8,181

四半期純損失（△） △677,228 △331,974



（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損失（△） △644,119 △309,814

減価償却費 203,647 125,096

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,256 △29,178

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △26,850 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △21,195 －

製品保証引当金の増減額（△は減少） － △1,245

のれん償却額 － 3,058

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,936 264

受取利息及び受取配当金 △3,346 △956

支払利息 14,238 11,826

助成金収入 － △26,066

為替差損益（△は益） △5,435 1,564

固定資産売却損益（△は益） 1,501 △10,545

保険解約損益（△は益） △1,625 －

前期損益修正損益（△は益） △84,561 14,263

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） 140,000 △83,794

売上債権の増減額（△は増加） 121,867 △38,883

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,876 229,230

仕入債務の増減額（△は減少） △28,311 △75,310

未払又は未収消費税等の増減額 12,015 22,529

その他 65,052 7,657

小計 △248,053 △160,303

利息及び配当金の受取額 3,334 951

利息の支払額 △10,786 △16,902

法人税等の支払額 △26,741 △19,539

法人税等の還付額 36,015 24,816

過年度法人税等の支払額 － △15,648

助成金の受取額 － 26,066

営業活動によるキャッシュ・フロー △246,230 △160,558

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 － △24,729

定期預金の払戻による収入 － 79,235

有形固定資産の取得による支出 △231,201 △176,549

有形固定資産の売却による収入 6,391 99,842

投資有価証券の取得による支出 △1,357 △1,054

無形固定資産の取得による支出 △6,925 △126

長期前払費用の取得による支出 △1,492 △6,930

保険積立金の解約による収入 22,106 －

差入保証金の差入による支出 △19,734 △7,754

差入保証金の回収による収入 － 1,858

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △75,181

貸付けによる支出 － △40,000

貸付金の回収による収入 － 40,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △232,213 △111,390



（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） 155,479 △158,797

長期借入れによる収入 － 200,000

長期借入金の返済による支出 △17,904 △17,524

リース債務の返済による支出 － △14,379

割賦債務の返済による支出 － △4,181

株式の発行による収入 － 292,000

新株予約権の発行による収入 － 5,000

自己株式の取得による支出 △214 △52

配当金の支払額 △508 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 136,851 302,066

現金及び現金同等物に係る換算差額 △25,822 △22,047

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △367,415 8,070

現金及び現金同等物の期首残高 882,619 476,028

現金及び現金同等物の四半期末残高 515,204 484,099



 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）において、当連結グループは、

映像機器・音響機器等に使用される電子機器用部品の製造販売事業の売上高、営業利益の金額が、全セグメント

の売上高合計及び営業利益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。 

  

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。 

  

２．各区分に属する主要な製品 

  

３．当連結グループは、従来、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しておりましたが、当第３四半期連結累

計期間において、株式会社ハリーズを新たに連結の範囲に含めたことに伴い、従来の事業を「電子機器用部品

事業」セグメントとし、株式会社ハリーズの連結化に伴い新たに加わる事業を「消費財製造装置事業」セグメ

ントとして、事業の種類別セグメント情報を記載しております。 

（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〕

  
電子機器用
部品事業 
（千円） 

消費財製造
装置事業 
（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  3,801,737  4,216  3,805,953  －  3,805,953

(2）

 

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  －  －  －

  計  3,801,737  4,216  3,805,953    －  3,805,953

 営業損失（△）  △317,860  △30,106  △347,966  －  △347,966

事業区分 主要製品

電子機器用部品事業  ＲＦ回路ユニット・コネクター・ピンジャック・精密プレス・デジタルコネクター等 

消費財製造装置事業  
吸水性シートパイロット製造装置・自社ＲＦＩＤインレイ製造販売・ＫＴＦテンションコ

ントロール装置等 



  

  

 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．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。 

(1）東南アジア………マレーシア、シンガポール、インドネシア 

(2）東アジア…………香港、中国 

(3）北米………………米国 

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（千円） 
東南アジア
（千円） 

東アジア
（千円） 

北米
（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 
 3,369,126  1,403,163  882,131  －  5,654,421  －  5,654,421

(2）セグメント間

の内部売上高 
 1,320,393  1,451,642  1,158,455  －  3,930,490 (3,930,490)  －

計  4,689,519  2,854,806  2,040,586  －  9,584,912 (3,930,490)  5,654,421

営業利益又は営

業損失（△） 
 32,846  25,016  △133,924  △339  △76,400 (331,396)  △407,797

  
日本 

（千円） 
東南アジア
（千円） 

東アジア
（千円） 

北米
（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 
 2,274,925  756,184  774,843  －  3,805,953  －  3,805,953

(2）セグメント間

の内部売上高 
 1,057,194  1,015,004  766,099  －  2,838,299 (2,838,299)  －

計  3,332,120  1,771,189  1,540,943  －  6,644,252 (2,838,299)  3,805,953

営業利益又は営

業損失（△） 
 104,190  △290,374  96,838  △21  △89,367 (258,598)  △347,966



  

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．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）東南アジア………マレーシア、シンガポール、インドネシア等 

(2）東アジア…………香港、韓国、台湾、中国等 

(3）その他の地域……英国、米国、メキシコ、ブラジル、フランス等 

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。 

４．前第３四半期連結累計期間において「北米」は「その他の地域」に含めておりましたが、当第３四半期連結

累計期間において、当該地域の売上高の金額が、連結売上高の金額の10％を超えたため区分掲記しておりま

す。なお、前第３四半期連結累計期間の「北米」は547,872千円（9.7％）であります。  

  

 当社は、当第３四半期連結累計期間において、第１回無担保転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約

権の一部行使により資本金及び資本準備金がそれぞれ46,500千円増加し、第１回新株予約権の行使により資本金

及び資本準備金がそれぞれ75,480千円増加し、また、平成21年６月15日付で、カタリスト株式会社から第三者割

当増資の払込みを受け資本金及び資本準備金がそれぞれ72,000千円増加しております。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1,203,980千円、資本準備金が991,572千円となっております。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

〔海外売上高〕

項目 東南アジア 東アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  991,889  1,444,951  802,389  3,239,230

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  5,654,421

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 17.5  25.6  14.2  57.3

項目 東南アジア 東アジア 北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  669,147  1,156,130  426,111  104,010  2,355,399

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  －  3,805,953

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 17.6  30.4  11.2  2.7  61.9

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報
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