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1.  平成23年1月期第1四半期の連結業績（平成22年2月1日～平成22年4月30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 ％

23年1月期第1四半期 44,429 9.1 781 28.6 900 27.7 459 53.3
22年1月期第1四半期 40,717 ― 607 ― 704 ― 299 ―

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

23年1月期第1四半期 8.55 ―

22年1月期第1四半期 5.83 ―

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

23年1月期第1四半期 81,205 21,203 26.0 393.54
22年1月期 73,355 20,806 28.3 386.66

（参考） 自己資本   23年1月期第1四半期  21,147百万円 22年1月期  20,755百万円

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

22年1月期 ― 4.00 ― 5.00 9.00

23年1月期 ―

23年1月期 
（予想）

4.00
～5.00

―
4.00 

～5.00
9.00

～10.00

3.  平成23年1月期の連結業績予想（平成22年2月1日～平成23年1月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

88,000 4.8 1,000 5.5 1,000 △17.3 500 23.7 9.31

通期 182,000 3.7 2,800 10.8 2,800 △2.0 1,300 11.5 24.22
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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、5ページ「定性的情報・財務諸表等 4.その他」をご覧下さい。 

(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） 

（注）詳細は、5ページ「定性的情報・財務諸表等 4.その他」をご覧下さい。 

(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 

業績予想等の将来に関する記述は、業績に影響を与える不確実な要因に係る仮定及び本日現在における入手可能な情報を前提としており、実際の業績
等は様々な要因で大きく異なる結果となる可能性があります。業績予想に関しましては、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」をご参照下さい。 

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） 23年1月期第1四半期 55,060,834株 22年1月期  55,060,834株

② 期末自己株式数 23年1月期第1四半期  1,323,426株 22年1月期  1,382,926株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 23年1月期第1四半期 53,697,741株 22年1月期第1四半期 51,384,571株
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  当第１四半期（平成22年２月１日から平成22年４月30日まで）におけるわが国経済は、中国をはじめとする海外の

景気回復に伴う輸出拡大などにより景気はやや持ち直してきているものの、雇用環境の悪化や低迷する個人消費な

ど、先行きは予断を許さない状況が続いております。 

  当社グループが属する業務用食品卸売業界、食品小売業界におきましても、生活防衛意識の高まりによる、消費者

の節約志向・低価格志向は依然として続いており、厳しい環境の中、推移いたしました。 

 このような状況のもと、当社グループは、前期より中期経営３ヵ年計画「ＩＭＰＡＣＴ ２０１１」をスタートさ

せ、７つの重点施策に基づいた成長シナリオの実現をめざした取り組みを進めております。当第１四半期は、前期グ

ループ入りした㈱昭和食品、㈱トーホー・カワサキ、㈱神戸営繕などの売上寄与や、㈱トーホーフードサービスのデ

ィストリビューター事業（業務用食品卸売事業）における新規得意先の獲得、既存店深耕などにより、売上高は444

億29百万円（前年同期比9.1％増）となりました。利益については、売上高拡大に伴う売上総利益の増加に加え、グ

ループ全体で継続実施しているコスト・コントロールの徹底による効果が表れ、営業利益は７億81百万円（同28.6％

増）、経常利益は９億円（同27.7％増）、四半期純利益は４億59百万円（同53.3％増）となりました。 

 事業の種類別セグメント概況については、次のとおりであります。  

＜ディストリビューター事業＞ 

 当事業におきましては、外食産業をトータルにサポートするための総合提案を行う総合展示商談会を全国４会場で

開催いたしました。特に今回は会場内で料理講習会を開催するなど、お客様にお役立ていただける情報発信に努め、

ご好評をいただくことができました。また各事業所では、「ビア・夏季商材」や「朝食バイキング」といったテーマ

別の展示商談会を積極的に開催し、お客様への提案活動を強化いたしました。さらにＰＢ（プライベートブランド）

商品については、高付加価値商品に加え、安心・安全の基本部分は維持しながら顧客ニーズに対応した商品の開発も

進め、合計29品を投入いたしました。 

 当事業の売上高は、前期新たにグループ入りした会社の売上寄与や、㈱トーホーフードサービスの新規店獲得、既

存店深耕などにより、271億32百万円（前年同期比16.6％増）となりました。なお、営業利益は３億84百万円（同

56.6％増）となりました。  

＜Ａ－プライス事業＞ 

 業務用食品現金卸売店舗「Ａ－プライス」におきましては「春の仕出し惣菜フェア」などを開催し、専門食材の提

案を強化するとともに、一部既存店において精肉商品やチルド商品の導入・拡充を進め、中小の飲食店の仕入利便性

向上を図りました。 

 当事業の売上高は、単価下落などの影響により94億95百万円（前年同期比1.7％減）となりました。なお、営業利

益は１億82百万円（同18.4％増）となりました。  

＜食品スーパー事業＞ 

 食品スーパー事業におきましては、こだわりの商品として自社農園（㈱トーホーファーム）で収穫した野菜や「五

国（穀）豊穣」と銘打った地元食材を販売するなど、地域密着型店舗として地産地消への取り組みを強化し、多くの

支持を集めました。また、計画的改装につきましては、２月に宝塚旭町店（兵庫県宝塚市）、４月に志染駅前店（兵

庫県三木市）の２店で実施し、成果をあげることができました。 

 当事業の売上高は、お客様の節約志向・低価格志向による価格の下落などの影響により、69億57百万円（前年同期

比1.7％減）となりました。なお、営業利益は１百万円（前年同期比29百万円の増加）となりました。 

＜その他事業＞ 

 その他事業におきましては、「品質管理代行サービス」の販売拡大や、㈱キューサイ分析研究所との連携強化、

「食の安心情報サービス」での新規顧客獲得などを進めました。また４月には、外食産業のお客様に対し、食の安

心・安全に関する情報発信や、関連するサービスなどをご提案する「食の安心ポイントセミナー」を開催し、ご好評

をいただきました。 

 当事業の売上高は、前期新たにグループ入りした㈱神戸営繕、神戸コンフォーム㈱の売上寄与などにより、８億44

百万円（前年同期比21.1％増）となりました。なお、営業利益は２億13百万円（同9.6％減）となりました。 

  

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ、78億50百万円増加し、812億５百万円となり

ました。主に増加したのは「現金及び預金」の増加20億50百万円、「有価証券」の増加22億81百万円、「商品及び製

品」の増加19億75百万円、「投資有価証券」の増加12億88百万円です。 

 負債は、前連結会計年度末と比べ、74億53百万円増加し、600億２百万円となりました。主に増加したのは「短期

借入金」の増加15億66百万円、「長期借入金」の増加22億55百万円、「支払手形及び買掛金」の増加39億10百万円で

す。これは、主として前倒しの資金調達や季節的な影響による仕入債務の増加によるものです。 

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
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 純資産は、前連結会計年度末と比べ、３億97百万円増加し、212億３百万円となりました。四半期純利益４億59百

万円による増加に対し、期末配当金２億68百万円の支払による減少がありました。以上により当第１四半期連結会計

期間末の自己資本比率は前連結会計年度末に比べ2.3ポイント低下し26.0％となりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、23億87百万円の収入（前年同期18億96百万円の収入）となりました。前期

末日が金融機関の休日であったため、売掛金等の入金及び一部の経費の支払が当期にずれ込んだ影響が出ておりま

す。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 ディストリビューター事業における賃借物件の名古屋支店の購入など、固定資産の取得による支出７億８百万円

（前年同期２億30百万円の支出）及び投資有価証券の取得による支出15億37百万円（前年同期11億68百万円の支出）

がありました。その結果、投資活動によるキャッシュ・フローは、14億37百万円の支出（前年同期４億27百万円の支

出）となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、35億46百万円の収入（前年同期18億52百万円の収入）となりました。金融

機関より長期借入による資金調達44億53百万円（前年同期35億円の収入）、短期借入による資金調達14億10百万円

（前年同期はなし）を実施しました。一方、配当金（前期末１株につき５円）の支払による支出２億68百万円（前年

同期２億５百万円の支出）がありました。 

 以上の結果、当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ、44億

97百万円増加し、84億67百万円となりました。 

  

 今後の見通しにつきましては、設備投資の下げ止まり感や輸出を牽引役とする景況感の回復など、一部で改善の兆

しが表れたとの観測もありますが、雇用情勢改善のもたつきや、個人所得の伸び悩みなど、景気を下押しするリスク

が内在しており、当社グループにとっても予断を許さない状況と思われます。 

 こうした中、当社グループでは当期を２年目とする中期経営３ヵ年計画の達成を目指し、グループ全体でベクトル

を併せて重点施策に取り組むことにより、さらなる業績の向上に努めてまいります。 

 ディストリビューター事業では、近年新たにグループ入りした会社と既存グループ会社とのさらなる連携を図り、

関東地区における営業力の拡大強化に努めてまいります。また、既存出店地域における顧客開拓を一層進めるべく、

地域や業態のニーズに応じたテーマ別展示商談会の開催を強化するとともに、６月に開設する和歌山営業所（和歌山

市）をはじめ、Ａ－プライス店舗併設型事業所の出店を進めてまいります。 

 Ａ－プライス事業では、引き続き、地域ならではの食材の品揃えなど、中小飲食店を営むお客様の毎日の仕入に役

立つ店作りに注力してまいります。また、６月の和歌山店（和歌山市）をはじめとする、計画的改装による既存店の

活性化も進めてまいります。 

 食品スーパー事業では、生鮮三品（青果・精肉・鮮魚）と惣菜を中心とした商品開発力及び産地開発力の強化に努

め、鮮度・品質の高い商品を、値頃感ある価格で安定的に提供するとともに、地産地消商品や健康志向商品など品揃

えの幅を広げることで、地域に密着した食品スーパーとしての強みに一層の磨きをかけてまいります。また、計画的

改装につきましては、今期５店舗の改装を予定しており、既に実施した２店のほか、５月に曽根店（兵庫県高砂

市）、６月に東二見店（兵庫県明石市）、７月に竹の台店（神戸市西区）を改装いたします。新店につきましては、

５月に名谷北落合店（神戸市須磨区）を出店いたします。今後も出店・改装を計画的に実施し、持続的成長に向けた

基盤作りを進めてまいります。 

 その他事業では、食に関するサービスをさらに拡大し、安心・安全な食の提供に寄与するとともに、㈱神戸営繕、

神戸コンフォーム㈱との連携によりグループ内の計画的出店・改装・修繕を強力にサポートしてまいります。  

 なお、本資料の公表時点において、平成22年３月12日に発表いたしました第２四半期連結累計期間及び通期連結業

績予想に変更はございません。  

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  

（棚卸資産の評価方法） 

 当第１四半期連結会計期間末における主な棚卸資産の棚卸高の算出に関して、一部の会社では実地棚卸を省略

し、直近の実地棚卸高を基礎として、合理的な方法により算定しております。また、棚卸資産の簿価切り下げに

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額を見積もり、簿価切り下げを行う方法によっ

ております。 

（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。 

（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） 

 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、一時差異等の発生

状況に著しい変化がないと認められる場合は、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。 法人税等の算定に関しては、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。 

 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。 

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。  

  

（追加情報）  

 従業員持株会信託型ＥＳＯＰにおける自己株式の処分に関する会計処理方法 

  当社は、平成22年３月12日開催の取締役会において、当社グループ社員持株会を活用し、福利厚生の拡充

を目的としたインセンティブ・プランとして「従業員持株会信託型ESOP」(以下、「本制度」といいます。)

の導入を決議いたしました。 

  本制度の導入にあたり、当社が保有する自己株式のうち1,332,000株を住友信託銀行株式会社（再信託受託

者：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）（以下、「持株会信託」といいます。）に対して一括し

て処分いたしました。 

    当該自己株式の処分に関する会計処理については、経済的実態を重視する観点から、当社と持株会信託は

一体であるとする会計処理をしており、持株会信託が所有する当社株式や当該信託の資産及び負債、収益及

び費用については、連結貸借対照表及び連結損益計算書並びに連結キャッシュ・フロー計算書に含めて記載

しております。 

  このため、自己株式数については、持株会信託が保有する当社株式を自己株式数に含めて記載しておりま

す。  

  なお、平成22年４月30日において持株会信託が所有する当社株式（自己株式）数は、1,272,000株でありま

す。 

  

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１四半期連結会計期間末
(平成22年４月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,235 4,185

受取手形及び売掛金 13,801 13,384

有価証券 2,796 515

商品及び製品 9,690 7,715

原材料及び貯蔵品 97 96

その他 2,895 2,894

貸倒引当金 △133 △139

流動資産合計 35,383 28,651

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 10,916 10,876

土地 17,286 16,994

その他（純額） 1,608 1,664

有形固定資産合計 29,811 29,536

無形固定資産   

のれん 1,364 1,387

その他 285 275

無形固定資産合計 1,649 1,662

投資その他の資産   

投資有価証券 6,558 5,270

関係会社株式 1,342 1,349

敷金 5,305 5,477

その他 1,570 1,797

貸倒引当金 △416 △389

投資その他の資産合計 14,361 13,504

固定資産合計 45,822 44,703

資産合計 81,205 73,355

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 23,680 19,770

短期借入金 10,698 9,131

未払法人税等 473 686

賞与引当金 720 248

その他の引当金 160 157

その他 2,498 3,003

流動負債合計 38,232 32,997

固定負債   

長期借入金 20,322 18,067
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年４月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年１月31日) 

引当金 254 301

その他 1,193 1,183

固定負債合計 21,769 19,551

負債合計 60,002 52,548

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,344 5,344

資本剰余金 5,041 5,041

利益剰余金 10,963 10,776

自己株式 △530 △554

株主資本合計 20,819 20,608

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 367 186

繰延ヘッジ損益 △38 △39

評価・換算差額等合計 328 146

少数株主持分 55 51

純資産合計 21,203 20,806

負債純資産合計 81,205 73,355
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年４月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年２月１日 
 至 平成22年４月30日) 

売上高 40,717 44,429

売上原価 32,705 35,789

売上総利益 8,012 8,639

販売費及び一般管理費 7,404 7,858

営業利益 607 781

営業外収益   

受取利息 18 21

受取配当金 5 5

有価証券売却益 33 58

その他の金融収益 85 24

その他 35 93

営業外収益合計 179 202

営業外費用   

支払利息 77 64

有価証券売却損 0 5

持分法による投資損失 － 6

その他 4 7

営業外費用合計 82 84

経常利益 704 900

特別利益   

前期損益修正益 24 4

固定資産売却益 － 1

貸倒引当金戻入額 7 23

その他 － 13

特別利益合計 31 43

特別損失   

前期損益修正損 － 10

固定資産売却損 5 12

固定資産除却損 7 6

店舗閉鎖損失 53 －

貸倒引当金繰入額 － 34

投資有価証券評価損 31 4

その他 21 8

特別損失合計 119 78

税金等調整前四半期純利益 616 865

法人税等 311 402

少数株主利益 5 4

四半期純利益 299 459
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年２月１日 

 至 平成21年４月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年２月１日 

 至 平成22年４月30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 616 865

減価償却費 332 327

固定資産除却損 23 3

デリバティブ評価損益（△は益） △68 △33

引当金の増減額（△は減少） 456 427

受取利息及び受取配当金 △24 △26

支払利息 77 64

有価証券売却損益（△は益） △32 △53

売上債権の増減額（△は増加） 205 △417

たな卸資産の増減額（△は増加） △659 △1,976

仕入債務の増減額（△は減少） 1,903 3,910

その他 △548 79

小計 2,282 3,171

利息及び配当金の受取額 26 25

利息の支払額 △84 △67

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △342 △728

その他の支出 － △11

その他の収入 13 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,896 2,387

投資活動によるキャッシュ・フロー   

固定資産の取得による支出 △230 △708

固定資産の売却等による収入 162 199

投資有価証券の取得による支出 △1,168 △1,537

投資有価証券の売却による収入 761 559

その他 47 48

投資活動によるキャッシュ・フロー △427 △1,437

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） － 1,410

長期借入れによる収入 3,500 4,453

長期借入金の返済による支出 △1,425 △2,041

リース債務の返済による支出 △14 △26

自己株式の取得による支出 △1 0

自己株式の売却による収入 － 20

配当金の支払額 △205 △268

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,852 3,546

現金及び現金同等物に係る換算差額 2 1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,324 4,497

現金及び現金同等物の期首残高 2,459 3,970

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,784 8,467
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 該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間（自平成21年２月１日 至平成21年４月30日） 

（注）１．事業区分の方法 

販売形態別に、ディストリビューター事業（ＤＴＢ）、Ａ－プライス事業（ＡＰ）、食品スーパー事業（ＦＳ

Ｍ）、その他事業（その他）に区分しております。 

２．各事業区分の主要な商品 

(1）ＤＴＢ …………… 外食産業等に対する食材等 

(2）ＡＰ  …………… 外食産業等に対する食材等 

(3）ＦＳＭ …………… 食品及び雑貨 

(4）その他 …………… 食品、ＡＳＰ、品質管理代行サービス等 

３．配賦不能営業費用はありません。 

４．事業区分の方法の変更 

  事業区分の方法については、従来、当社の事業部を中心とした事業区分としており、事業の種類・性質の類

似性等の観点に基づき、ディストリビューター事業（ＤＴＢ）、Ａ－プライス事業（ＡＰ）、食品スーパー

事業（ＦＳＭ）の３区分としておりましたが、当社の持株会社化（平成20年８月１日付）に伴い、当社の事

業内容が変更になったこと及びそれぞれの事業業績をより明確に表示するため、当第１四半期連結会計期間

より、その他事業（その他）を加えた４区分とし、ディストリビューター事業（ＤＴＢ）に含めて表示して

いたその他の事業を４つの事業区分に再区分して表示することに変更いたしました。 

  

当第１四半期連結累計期間（自平成22年２月１日 至平成22年４月30日） 

（注）１．事業区分の方法 

販売形態別に、ディストリビューター事業（ＤＴＢ）、Ａ－プライス事業（ＡＰ）、食品スーパー事業（ＦＳ

Ｍ）、その他事業（その他）に区分しております。 

２．各事業区分の主要な商品 

(1）ＤＴＢ …………… 外食産業等に対する食材等 

(2）ＡＰ  …………… 外食産業等に対する食材等 

(3）ＦＳＭ …………… 食品及び雑貨 

(4）その他 …………… 食品、ＡＳＰ、品質管理代行サービス等 

３．配賦不能営業費用はありません。 

（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〕

  
ＤＴＢ 

（百万円） 
ＡＰ

（百万円）
ＦＳＭ

（百万円）
その他

（百万円）
計

（百万円）

消去
又は全社 
（百万円）

連結
（百万円）

売上高               

(1）外部顧客に対する売上高  23,276  9,664  7,080  697  40,717      －  40,717

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 289  －  0  1,015  1,305 (1,305)      －

計  23,565  9,664  7,080  1,712  42,022 (1,305)  40,717

 営業利益又は営業損失（△）  245  154  △28  236  607      －  607

  
ＤＴＢ 

（百万円） 
ＡＰ

（百万円）
ＦＳＭ

（百万円）
その他

（百万円）
計

（百万円）

消去
又は全社 
（百万円）

連結
（百万円）

売上高               

(1）外部顧客に対する売上高  27,132  9,495  6,957  844  44,429      －  44,429

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 491  0  0  1,481  1,973 (1,973)      －

計  27,623  9,496  6,957  2,325  46,403 (1,973)  44,429

 営業利益  384  182  1  213  781      －  781
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前第１四半期連結累計期間（自平成21年２月１日 至平成21年４月30日） 

 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１四半期連結累計期間（自平成22年２月１日 至平成22年４月30日） 

 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。 

  

   

前第１四半期連結累計期間（自平成21年２月１日 至平成21年４月30日） 

 海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間（自平成22年２月１日 至平成22年４月30日） 

 海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

   

 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
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