
  

  

１．平成22年12月期第２四半期の連結業績（平成22年１月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成22年12月期の連結業績予想（平成22年１月１日～平成22年12月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 

  

        

平成22年12月期  第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

        平成22年８月２日

上場会社名 株式会社チップワンストップ 上場取引所  東 

コード番号 3343 ＵＲＬ  http://www.chip1stop.com/ 

代表者          （役職名） 代表取締役社長 （氏名）高乗 正行 

問合せ先責任者  （役職名） 取締役経営管理部長 （氏名）梅木 哲也 （ＴＥＬ）  045-470-8750 

四半期報告書提出予定日 平成22年８月12日 配当支払開始予定日     － 

四半期決算補足説明資料作成の有無：有     

四半期決算説明会開催の有無      ：有（機関投資家向け）     

  （百万円未満切捨て）

（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12月期第２四半期  2,157  130.4  338  －  350  －  179  －

21年12月期第２四半期  936  －  △49  －  △50  －  △75  －

  
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12月期第２四半期  6,395.10  6,284.97

21年12月期第２四半期  △2,581.02  －

  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12月期第２四半期  2,925  2,344  79.2  80,518.17

21年12月期  2,457  2,111  84.2  74,669.35

（参考）自己資本 22年12月期第２四半期 2,317百万円 21年12月期 2,069百万円 

  
年間配当金 

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12月期  －  0.00  －  0.00  0.00

22年12月期  －  0.00

22年12月期（予想）  －  0.00  0.00

  （％表示は、対前期増減率）

  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  4,098  67.9  504  348.9  514  361.9  268  －  9,323.56



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．４「その他」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

新規       － 社 （社名）                        、除外       － 社  （社名） 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：無 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示

時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記に記載した予想数値は、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、上記予想数値と異なる場合があります。なお、予想に関しては、別

途平成22年７月28日に開示しております「平成22年12月期第２四半期及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」及

び添付資料２ページをご参照ください。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年12月期２Ｑ 32,296株 21年12月期 31,296株 

②  期末自己株式数 22年12月期２Ｑ 3,516株 21年12月期 3,584株 

③  期中平均株式数（四半期累計） 22年12月期２Ｑ 28,139株 21年12月期２Ｑ 29,230株 
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、アジアを中心とした好調な海外の経済状況や、政府の景気浮

揚策の効果が継続し、景気悪化の底は脱したと考えられ、国内の設備投資は改善の兆候が見られるなど、明るい材

料も見えてまいりました。 

 当社グループが属するエレクトロニクス産業におきましては、新興国向けの輸出に加え、家電・自動車の購入補

助施策や、各種 終製品の在庫調整が進んだことにより、民生機器市場は回復が見られました。産業機器分野に関

しても、国内の設備投資が底打ちし、緩やかな回復傾向で推移し、特に電子部品・半導体市場は急速に回復いたし

ました。 

 このような中、電子部品・半導体のネット通販サイト「www.chip1stop.com」を運営する電子デバイス事業にお

きましては、電子部品・半導体メーカーとの連携強化による商品・サービスの拡充等各種施策の効果と好調な外部

環境の後押しにより、主要指標は順調に増加しました。特に受注金額はスポット受注により単価が上昇したため、

５月６日に発表した前回予想を大幅に上回り、売上高は対前年同期比130.4％の増収となりました。 

 ソリューション事業におきましては、連結子会社ジェイチップ株式会社の不振により売上高は前年同期を10.2％

下回りました。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高2,157,022千円（前年同期比130.4％増）、営業利益

338,904千円（前年同期は49,335千円の営業損失）、経常利益350,053千円（前年同期は50,300千円の経常損失）、

四半期純利益179,951千円（前年同期は75,443千円の四半期純損失）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。 

  

① 電子デバイス事業  

 当事業におきましては、継続的なWeb会員獲得施策、電子部品・半導体メーカーとの連携強化による商品・サー

ビスの拡充等各種施策の効果と電子部品・半導体市況の回復の影響により、当第２四半期累計期間末のWeb会員数

は約93,000名（前期末比約11,000名増）と対前年同期比で大幅に増加しました。受注件数は約161,000件（前年同

期比約82,200件増）と好調な市況の影響による売り切れ等の機会損失も一部で発生したものの、対前年同期比では

大幅に増加しました。受注金額はスポット的な受注の増加により受注単価が上昇したことから、期首予想および５

月６日に修正した予想を大幅に上回りました。 

 販売費および一般管理費については、受注件数や物流量の増加に対応しつつ、営業経費の効率的執行につとめま

した。 

 その結果、売上高は2,093,060千円（前年同期比151.2％増）、営業利益345,280千円（前年同期は64,746千円の

営業損失）となりました。 

② ソリューション事業   

 当事業におきましては、単体で手がける事業は着実に事業が進捗したものの、連結子会社ジェイチップ株式会社

の提供するコンサルティングや業務代行が不振であったため、売上高は93,661千円（前年同期比10.2％減）、営業

損失8,139千円（前年同期は12,439千円の営業利益）となりました。 

  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は2,925,916千円となり、前連結会計年度比468,220千円の増加とな

りました。これは主に、現金及び預金の117,697千円の増加、受取手形及び売掛金の223,172千円の増加、商品の

73,350千円の増加等によるものであります。 

 なお、純資産は2,344,901千円となり、自己資本比率は79.2％と前連結会計年度末の84.2％から5.0ポイント減少

しました。  

（流動資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における流動資産の残高は2,509,251千円であり、内訳として現金及び預金

1,497,455千円と受取手形及び売掛金755,645千円の占める割合が大きくなっております。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（固定資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における固定資産の残高は416,665千円であり、内訳として無形固定資産である

ソフトウェア149,174千円、投資その他の資産である投資有価証券72,122千円の占める割合が大きくなっており

ます。 

（流動負債） 

 当第２四半期連結会計期間末における流動負債の残高は560,001千円であり、内訳として支払手形及び買掛金

279,680千円の占める割合が大きくなっております。 

（固定負債） 

 当第２四半期連結会計期間末における固定負債の残高は21,014千円であり、内訳として負ののれん8,132千円の

占める割合が大きくなっております。 

（純資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産の残高は、前連結会計年度末に比べて232,946千円増加し、

2,344,901千円となりました。これは四半期純利益179,951千円による利益剰余金の増加等によるものであります。

  

 また、当第２四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て69,006千

円増加し、388,042千円となりました。 

  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２四半期連結累計期間において、営業活動の結果増加した資金は145,824千円（前年同期間は156,682千円

の増加）となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益325,536千円、仕入債務の増加額100,584

千円であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加額223,172千円であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間において、投資活動の結果減少した資金は280,266千円（前年同期間は383,339千円の

減少）となりました。主な内訳は、定期預金の預入による支出1,049,137千円、定期預金の払戻による収入862,433

円によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間において、財務活動の結果得られた資金は65,435千円（前年同期間は21,505千円の

増加）となりました。主な内訳は、株式の発行による収入66,785千円であります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 通期の見通しにつきましては、外部環境としての電子部品・半導体市場の過熱感は下期には徐々に落ち着くと考

えておりますが、Web会員数及び受注会員数の継続的拡大、電子部品・半導体メーカーとの更なる連携強化による

商品の拡充を通じ、自社にて保有する在庫を中心とした即納在庫強化とサービスのブラッシュアップを行い、顧客

数および顧客内の購買シェアを拡大してまいります。あわせて、アジアを中心とした海外市場へのサービス展開に

ついて、準備段階としての取り組みを開始します。 

 これらの外部環境と事業計画を考慮し、通期の受注件数の見通しはこれまでの予想どおり34万件といたします。

受注単価につきましては、商品力強化とインターネット通販の優位性を生かした小口受注割合の増加により緩やか

に下がっていくことを見込んでおりますが、５月６日に発表した前回予想よりも上振れすることを見込んでおりま

す。 

 販管費に関しては中期的な足場固めとして、本社事務所の移転、カタログの発行、Webでの新サービス導入等を

行うため、上期に比較し若干のコスト増を見込んでおります。  

 以上から平成22年５月６日付にて公表いたしました平成22年12月期（平成22年１月１日～平成22年12月31日）の

第２四半期累計期間及び通期の業績予想につきましては、平成22年７月28日公表の「平成22年12月期第２四半期及

び通期業績予想の修正に関するお知らせ」において修正しております。詳細については、同資料をご参照くださ

い。 
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【参考】平成22年12月期通期連結業績予想の修正について 

  
※.  上記に記載した予想数値は、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及び潜在的リスクが含

まれております。実際の業績は、今後様々な要因によって上記予想数値と異なる結果となる可能性があります。  

  

  
前回発表予想 

（平成22年５月６日付公表） 
今回発表予想 

（平成22年７月28日付公表） 
差 額 

  

売上高  3,432  4,098  665

営業利益  290  504  214

経常利益  294  514  220

当期純利益  182  268  86
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（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） 

 該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理 

（簡便な会計処理） 

①たな卸資産の評価方法 

 当第２四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出する方法によっております。 

 また、たな卸資産の簿価切下げに関しては、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、簿価切下げを行う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固定資産については、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、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た場合に、前連結会計年度末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り算定しております。 

  

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理） 

税金費用の計算 

 税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整前当期純利益に対する税効

果会計適用後の実行税率を合理的に見積り、税金等調整前四半期純利益に当該見積実行税率を乗じて計算してお

ります。 

 なお、「法人税、住民税及び事業税」及び「法人税等調整額」は「法人税等」に一括掲記しております。  

  

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末 
(平成22年６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21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,497,455 1,379,758 

受取手形及び売掛金 755,645 532,473 

商品 226,941 153,591 

繰延税金資産 18,646 18,646 

その他 13,476 25,602 

貸倒引当金 △2,915 △1,910 

流動資産合計 2,509,251 2,108,161 

固定資産   

有形固定資産 38,112 35,926 

無形固定資産   

ソフトウエア 149,174 25,479 

ソフトウエア仮勘定 15,631 154,568 

のれん 1,242 2,077 

その他 574 373 

無形固定資産合計 166,623 182,500 

投資その他の資産   

投資有価証券 72,122 28,144 

繰延税金資産 73,325 73,325 

その他 66,537 29,804 

貸倒引当金 △55 △165 

投資その他の資産合計 211,929 131,108 

固定資産合計 416,665 349,535 

資産合計 2,925,916 2,457,696 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 279,680 179,096 

未払金 93,212 99,497 

未払法人税等 143,388 17,099 

その他 43,720 50,047 

流動負債合計 560,001 345,741 

固定負債   

負ののれん 8,132 － 

その他 12,881 － 

固定負債合計 21,014 － 

負債合計 581,015 345,741 
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末 
(平成22年６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21年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 996,694 964,944 

資本剰余金 782,632 748,544 

利益剰余金 656,172 476,220 

自己株式 △118,185 △120,471 

株主資本合計 2,317,312 2,069,237 

新株予約権 27,588 23,682 

少数株主持分 － 19,036 

純資産合計 2,344,901 2,111,955 

負債純資産合計 2,925,916 2,457,696 
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 

 至 平成22年６月30日) 

売上高 936,349 2,157,022 

売上原価 559,399 1,339,677 

売上総利益 376,949 817,344 

販売費及び一般管理費 426,304 478,440 

営業利益又は営業損失（△） △49,355 338,904 

営業外収益   

受取利息 2,556 2,291 

負ののれん償却額 － 903 

為替差益 1,666 10,558 

還付加算金 2,588 － 

その他 1,823 3,437 

営業外収益合計 8,635 17,191 

営業外費用   

投資事業組合運用損 6,346 5,946 

投資損失引当金繰入額 3,093 － 

その他 140 96 

営業外費用合計 9,581 6,042 

経常利益又は経常損失（△） △50,300 350,053 

特別利益   

固定資産売却益 － 1,317 

事業譲渡益 － 13,000 

特別利益合計 － 14,317 

特別損失   

固定資産除却損 20,748 17,704 

本社移転費用 － 19,964 

その他 － 1,165 

特別損失合計 20,748 38,834 

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（△）

△71,049 325,536 

法人税等 3,520 145,584 

少数株主利益 873 － 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △75,443 179,951 
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

売上高 475,131 1,101,377 

売上原価 270,643 667,771 

売上総利益 204,487 433,605 

販売費及び一般管理費 206,578 216,489 

営業利益又は営業損失（△） △2,090 217,115 

営業外収益   

受取利息 1,901 172 

負ののれん償却額 － 903 

為替差益 1,358 5,531 

還付加算金 2,588 － 

その他 549 887 

営業外収益合計 6,396 7,494 

営業外費用   

投資事業組合運用損 6,346 5,946 

投資損失引当金繰入額 3,093 － 

その他 18 57 

営業外費用合計 9,459 6,004 

経常利益又は経常損失（△） △5,152 218,604 

特別利益   

事業譲渡益 － 13,000 

特別利益合計 － 13,000 

特別損失   

固定資産除却損 20,748 － 

特別損失合計 20,748 － 

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（△）

△25,901 231,604 

法人税等 2,590 94,086 

少数株主利益 4,741 － 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △33,233 137,518 
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 

 至 平成22年６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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△71,049 325,536 

減価償却費 40,444 28,250 

負ののれん償却額 － △903 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △136 895 

投資損失引当金の増減額（△は減少） 3,093 － 

受取利息及び受取配当金 △2,556 △2,291 

固定資産除却損 20,748 17,704 

投資事業組合運用損益（△は益） 6,422 5,946 

事業譲渡損益（△は益） － △13,000 

売上債権の増減額（△は増加） 73,897 △223,172 

たな卸資産の増減額（△は増加） △28,969 △73,350 

仕入債務の増減額（△は減少） 23,027 100,584 

未払金の増減額（△は減少） △7,786 △5,246 

その他 5,419 △5,071 

小計 62,554 155,881 

利息及び配当金の受取額 2,556 2,291 

法人税等の支払額 △58 △12,348 

法人税等の還付額 91,629 － 

営業活動によるキャッシュ・フロー 156,682 145,824 

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 △304,670 △1,049,137 

定期預金の払戻による収入 － 862,433 

有形固定資産の取得による支出 △670 △1,521 

無形固定資産の取得による支出 △73,914 △23,170 

投資有価証券の取得による支出 － △50,000 

関係会社株式の取得による支出 － △10,000 

事業譲渡による収入 － 13,000 

その他 △4,085 △21,869 

投資活動によるキャッシュ・フロー △383,339 △280,266 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

株式の発行による収入 23,000 66,785 

自己株式の取得による支出 △1,494 － 

その他 － △1,349 

財務活動によるキャッシュ・フロー 21,505 65,435 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △205,152 △69,006 

現金及び現金同等物の期首残高 1,453,385 457,048 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,248,232 388,042 
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 該当事項はありません。 

  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前第２四半期連結期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日） 

（注）１．事業の区分は、取扱サービスを考慮して区分を行っております。 

２．各事業区分に属する主要なサービスは次のとおりであります。 

電子デバイス事業:  Webサイト「www.chip1stop.com」を通じた少量多品種の電子デバイスの販売 

ソリューション事業: 電子デバイスデータベースの閲覧権の販売、ソフトウェア開発等業務受託収入、購買

効率化コンサルティング提供、ベンチャーファンド「イノーヴァ」からのアドバイザ

リー収入、電子機器メーカーにおける電子部品調達業務プロセスの改善やコスト 適

化ニーズに対するコンサルティング業務収入 

３．会計処理方法の変更   

 商品については、従来、個別法による原価法によっておりましたが、当連結会計年度より「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）が適用されたこと、また在庫金額の重要

性が増したこと及び在庫システム変更を機に、当連結会計年度の第１四半期連結会計期間より移動平均法に

よる原価法（貸借対照表価額については収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更いたしました。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  

電子デバ 
イス事業 

 
  

（千円） 

ソリュー
ション事
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  408,163  66,967  475,131  －  475,131

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  375  375  △375  －

計  408,163  67,342  475,506  △375  475,131

営業利益（又は営業損失）  △27,781  24,512  △3,269  1,178  △2,090

  

電子デバ 
イス事業 

 
  

（千円） 

ソリュー
ション事
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  833,167  103,181  936,349  －  936,349

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  1,125  1,125  △1,125  －

計  833,167  104,306  937,474  △1,125  936,349

営業利益（又は営業損失）  △64,746  12,439  △52,306  2,951  △49,355
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当第２四半期連結期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年６月30日） 

 （注）１．事業の区分は、取扱サービスを考慮して区分を行っております。 

２．各事業区分に属する主要なサービスは次のとおりであります。 

電子デバイス事業:  Webサイト「www.chip1stop.com」を通じた少量多品種の電子デバイスの販売 

ソリューション事業: 電子デバイスデータベースの閲覧権の販売、ベンチャーファンド「イノーヴァ」から

のアドバイザリー収入、電子機器メーカーにおける電子部品調達業務プロセスの改善

やコスト 適化ニーズに対するコンサルティング業務収入 

  

  

電子デバ 
イス事業 

 
  

（千円） 

ソリュー
ション事
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  1,072,534  28,843  1,101,377  －  1,101,377

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  18,384  18,384  △18,384  －

計  1,072,534  47,227  1,119,761  △18,384  1,101,377

営業利益（又は営業損失）  215,158  783  215,942  1,173  217,115

  

電子デバ 
イス事業 

 
  

（千円） 

ソリュー
ション事
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  2,093,060  63,961  2,157,022  －  2,157,022

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  29,700  29,700  △29,700  －

計  2,093,060  93,661  2,186,722  △29,700  2,157,022

営業利益（又は営業損失）  345,280  △8,139  337,141  1,764  338,904
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〔所在地別セグメント情報〕 

 前第２四半期連結会計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日）及び前第２四半期連結会計累計期

間（自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日） 

 本邦以外の国または地域に所在する連結子会社および在外支店がないため、該当事項はありません。  

  

 当第２四半期連結会計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日）及び当第２四半期連結会計累計期

間（自 平成22年１月１日 至 平成22年６月30日）  

 本邦以外の国または地域に所在する連結子会社および在外支店がないため、該当事項はありません。   

  

  

〔海外売上高〕 

 前第２四半期連結会計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日）及び前第２四半期連結会計累計期

間（自 平成21年１月１日 至 平成21年６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２四半期連結会計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日）及び当第２四半期連結会計累計期

間（自 平成22年１月１日 至 平成22年６月30日）   

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載は省略しております。   

  

 該当事項はありません。 

  

（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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