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(注) 当四半期における配当予想の修正有無 ： 無 

(注) 平成22年12月期の期末配当については未定です。 

  

 
(注) 当四半期における業績予想の修正有無 ： 無 

(注) 通期の業績予想の開示に代えて翌四半期の業績予想を開示しております。詳細はサマリーの３枚目をご参照く

ださい。 
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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）

 (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 47,221 0.1 11,609 △18.6 11,951 △22.7 6,766 △23.5

21年12月期第２四半期 47,159 - 14,257 - 15,458 - 8,849 -

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 50 68 50 51

21年12月期第２四半期 66 27 66 18

 (2) 連結財政状態

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 199,962 99,877 46.2 692 53

21年12月期 203,887 108,643 50.3 768 25

(参考) 自己資本 22年12月期第２四半期 92,478百万円 21年12月期 102,523百万円

2. 配当の状況

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 - 91 00 91 00

22年12月期 - 0 00

22年12月期(予想) - - -

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）

miwakawa
スタンプ



 
(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

 
    (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） 

 
  

  

  

 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 

 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条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半

期決算短信（添付資料）３ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

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 (            )、除外   社 (            )

  (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移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。

 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 無

 ② ①以外の変更 ： 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 22年12月期２Ｑ 140,293,004株 21年12月期 140,293,004株

② 期末自己株式数 22年12月期２Ｑ 6,755,535株 21年12月期 6,841,534株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 22年12月期２Ｑ 133,504,136株 21年12月期２Ｑ 133,539,067株

※四半期レビュー手続きの実施状況に関する表示



  

平成22年12月期第３四半期連結業績予想（平成22年７月１日～平成22年９月30日） 

  
(％表示は対前年同四半期増減率) 

 

  当社グループを取り巻く事業環境は短期的に大きく変動する傾向にあり、通期の業績予想について信頼性の高い数値

を算出することは困難であると考えております。従いまして平成22年12月期につきましては、四半期ごとに業績発表を

行い、併せて次四半期の業績見通しを公表することといたします。 

  また公表された直近の予想値に対し、売上高が10％、営業利益、経常利益もしくは四半期純利益が30％以上乖離した

修正予想値が算出された場合には、業績予想の修正を公表することといたします。 

  

  

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
１株当たり
当期純利益

第３四半期
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円  銭

23,900 △3.8 5,900 △29.8 6,100 △29.2 3,500 △32.9 26 21

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第２四半期(平成22年4月1日～平成22年6月30日)の世界経済は、年初に世界的回復基調をみせはじめ

たものの、欧州における財政危機や金融システムの信用不安による混乱を招き、各国とも経済回復スピー

ドの鈍化が見え始める中、推移いたしました。新興諸国は引き続き世界経済を牽引するも、先行きはこう

した先進国の経済回復鈍化の影響を受けるとみられており、世界経済は依然予断を許さない状況です。 

 一方、わが国経済は回復基調を維持しているものの、依然改善しない消費者物価指数や失業率などが懸

念されており、引き続き自律的回復を目指さなくてはならない状況にあるといえます。 

 当四半期におけるIT投資は、企業ユーザ動向の上向く兆しが部分的に見られ、またPC出荷台数が前年同

四半期比増加となるなど良好な面も見られましたが、今後は世界経済の不透明感により再び抑制傾向が懸

念されます。  

このような状況下、当企業集団の業績につきましては、以下のように推移いたしました。 

  

日本地域におきましては、個人向けビジネス、企業向けビジネス共に増加し、その結果、同地域の売上

高は9,990百万円（前年同四半期比4％増）となりました。 

 北米地域におきましては、個人向けビジネスが現地通貨ベースにおいてはプラス成長だったものの、企

業向けビジネスの不調と円高の影響を受けたことにより地域全体では減収となり、同地域の売上高は

6,118百万円（前年同四半期比9％減）となりました。 

 次に欧州地域の売上高は、現地通貨ベースにおいては前年同四半期比微減だったものの、大幅なユーロ

安の影響が大きく、同地域の売上高は4,408百万円（前年同四半期比14％減）となりました。   

 アジア・パシフィック地域につきましては、オーストラリアが大きく牽引し全5地域の中で も伸長しま

した。その結果、同地域の売上高は2,314百万円（前年同四半期比9％増）となりました。 

 中南米地域につきましてはブラジルが前年同四半期比微増となり、同地域の売上高は662百万円（前年同

四半期比1％増）となりました。 

  

その結果、当第２四半期の売上高は23,493百万円（前年同四半期比3％減）となりました。 

一方費用につきましては、コンシューマビジネスにおけるOEM関連のマーケティング費用等が増加し、

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

（単位：百万円）

売上高

平成22年12月期
第２四半期

平成21年12月期
第２四半期 増減率

日本 9,990 9,631 4%

北米地域 6,118 6,729 △9%

欧州地域 4,408 5,100 △14%

アジア・パシフィック地域 2,314 2,124 9%

中南米地域 662 658 1%
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売上原価および、販売費及び一般管理費の合計費用は前年同四半期比5%増加の17,926百万円となり、当

第２四半期の営業利益は5,567百万円（前年同四半期比23％減）と減益となりました。また、経常利益は

前年同四半期比24％減少の5,744百万円となり、四半期純利益も前年同四半期比20%減少の3,237百万円と

なりました。 

  

平成22年12月期第1四半期にかかる連結経営成績に関する定性的情報については、平成22年12月期第1四

半期決算短信（平成22年5月11日開示）をご参照ください。 

  

当第２四半期連結会計期間末の現金及び預金の残高は73,997百万円となり、前連結会計年度末に比べ

273百万円の減少となりました。 

 加えて有価証券・投資有価証券も大幅に減少したこと等により、当第２四半期連結会計期間末の総資産

は前連結会計年度末に比べ3,925百万円減少の199,962百万円となりました。 

  一方、当第2四半期連結会計期間末の負債は未払金が増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ

4,840百万円増加の100,085百万円となりました。 

  当第２四半期連結会計期間末の純資産は主に配当金の支払い及び評価・換算差額等のマイナスの増加に

より前連結会計年度末に比べ8,765百万円減少の99,877百万円となりました。 

  

 当社グループを取り巻く事業環境は短期的に大きく変動する傾向にあり、通期の業績予想について信

頼性の高い数値を算出することは困難であると考えております。当社としましては、それに代わりまして

四半期の業績発表時に次四半期の業績見通しを公表することとさせていただいております。 

 なお公表された直近の予想値に対し、売上高が10％、営業利益、経常利益もしくは四半期純利益が30％

以上乖離した修正予想値が算出された場合には、業績予想の修正を公表することといたします。 

  

平成22年12月期第３四半期業績見通し(平成22年7月１日～平成22年9月30日)  

  

 
 上記業績予想値の策定にあたって、想定しております為替レートの主要なものは下記の通りであります。 

 
  

  

  

  

  

  

  

(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

連結売上高 23,900百万円

連結営業利益 5,900百万円

連結経常利益 6,100百万円

連結純利益 3,500百万円

１米ドル 86 円

１ユーロ 113 円
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該当事項なし。 

  

簡便な会計処理 

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変
化がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しておりま
す。 

② 繰延税金資産の回収可能性の判断 

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。 

  

 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 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。 

  

ストック・オプション費用の会計処理の変更 
従来、当社はストック・オプション費用の一部を売上原価に計上しておりましたが、平成22年１月に

締結されたコストシェアリング契約の開始に伴い、より原価性の高いコストを対象とした原価計算を行
う必要性が生じたため、当連結会計年度より、すべてのストック・オプション費用を販売費及び一般管
理費に計上する方法へ会計処理を変更しております。この変更による影響額は軽微です。 

  

該当事項なし。 

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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：百万円)

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 73,997 74,271

受取手形及び売掛金 19,778 23,114

有価証券 48,197 53,228

たな卸資産 450 409

繰延税金資産 16,104 14,774

その他 3,928 4,178

貸倒引当金 △136 △131

流動資産合計 162,321 169,846

固定資産   

有形固定資産   

工具、器具及び備品（純額） 4,362 3,622

その他（純額） 973 1,056

有形固定資産合計 5,335 4,678

無形固定資産   

ソフトウエア 5,749 4,503

のれん 1,903 1,179

その他 752 478

無形固定資産合計 8,405 6,161

投資その他の資産   

投資有価証券 11,505 11,883

関係会社株式 282 283

繰延税金資産 10,597 10,061

その他 1,514 972

投資その他の資産合計 23,899 23,200

固定資産合計 37,640 34,040

資産合計 199,962 203,887
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(単位：百万円)

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,039 764

未払金 7,954 3,749

未払費用 5,463 4,032

未払法人税等 5,649 7,955

賞与引当金 690 672

返品調整引当金 1,484 876

短期繰延収益 54,276 54,362

その他 1,598 1,851

流動負債合計 78,156 74,263

固定負債   

長期繰延収益 19,664 19,200

退職給付引当金 1,563 1,433

その他 701 347

固定負債合計 21,928 20,981

負債合計 100,085 95,244

純資産の部   

株主資本   

資本金 18,386 18,386

資本剰余金 21,108 21,108

利益剰余金 86,374 91,748

自己株式 △21,850 △22,128

株主資本合計 104,019 109,115

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,958 △1,818

為替換算調整勘定 △7,582 △4,773

評価・換算差額等合計 △11,540 △6,591

新株予約権 7,398 6,110

少数株主持分 0 9

純資産合計 99,877 108,643

負債純資産合計 199,962 203,887
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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：百万円)

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 47,159 47,221

売上原価 7,108 8,058

売上総利益 40,051 39,163

販売費及び一般管理費 25,793 27,553

営業利益 14,257 11,609

営業外収益   

受取利息 837 653

持分法による投資利益 26 7

為替差益 661 －

その他 74 59

営業外収益合計 1,599 720

営業外費用   

支払利息 1 1

有価証券売却損 328 －

為替差損 － 305

その他 69 70

営業外費用合計 399 377

経常利益 15,458 11,951

特別利益   

返戻契約金 － 226

特別利益合計 － 226

特別損失   

有形固定資産除却損 140 －

有価証券評価損 － 202

訴訟関連損失 － 77

特別損失合計 140 280

税金等調整前四半期純利益 15,317 11,897

法人税等 6,465 5,131

少数株主利益 2 0

四半期純利益 8,849 6,766
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【第２四半期連結会計期間】 

(単位：百万円)

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 24,244 23,493

売上原価 3,511 4,025

売上総利益 20,733 19,467

販売費及び一般管理費 13,503 13,900

営業利益 7,229 5,567

営業外収益   

受取利息 394 392

持分法による投資利益 17 9

その他 41 29

営業外収益合計 452 432

営業外費用   

支払利息 0 1

有価証券売却損 0 －

為替差損 153 195

その他 6 58

営業外費用合計 159 255

経常利益 7,522 5,744

特別損失   

有形固定資産除却損 140 －

訴訟関連損失 － 77

特別損失合計 140 77

税金等調整前四半期純利益 7,381 5,666

法人税等 3,352 2,428

少数株主利益又は少数株主損失（△） 0 △0

四半期純利益 4,028 3,237
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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 15,317 11,897

減価償却費 2,553 3,077

株式報酬費用 1,091 1,340

のれん償却額 485 249

貸倒引当金の増減額（△は減少） △101 11

返品調整引当金の増減額（△は減少） 473 623

退職給付引当金の増減額（△は減少） 114 142

受取利息 △837 △653

支払利息 1 1

持分法による投資損益（△は益） △26 △7

有形固定資産除売却損益（△は益） 140 －

有価証券売却損益（△は益） 328 －

返戻契約金 － △226

訴訟関連損失 － 77

有価証券評価損益（△は益） － 202

売上債権の増減額（△は増加） 2,906 2,181

たな卸資産の増減額（△は増加） 88 △55

仕入債務の増減額（△は減少） △12 313

繰延収益の増減額(△は減少) 4,215 3,371

その他 294 711

小計 27,035 23,261

返戻契約金受取額 － 226

利息及び配当金の受取額 872 532

利息の支払額 △1 △1

法人税等の支払額 △5,811 △7,388

営業活動によるキャッシュ・フロー 22,095 16,630

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） △19,802 △763

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △13,409 △17,281

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による
収入

27,119 21,979

有形固定資産の取得による支出 △1,051 △2,130

無形固定資産の取得による支出 △2,250 △2,044

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△125 △1,080

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,521 △1,319

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △541 0

自己株式の処分による収入 － 228

配当金の支払額 △12,940 △11,648

財務活動によるキャッシュ・フロー △13,481 △11,420
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(単位：百万円)

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) 

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,686 △1,952

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,779 1,938

現金及び現金同等物の期首残高 60,535 58,023

現金及び現金同等物の四半期末残高 62,314 59,962
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該当事項なし。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記
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 当社グループはコンピュータウイルス対策製品の開発、販売及び関連サービスを主たる事業としてお

ります。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)並びに前第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)及び当第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)においては、全セグメントの売上高の合計額及び営業利益の合計額に占める上記事

業の割合が、いずれも90％を超えているため、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。 

【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) 

  

 

 
  

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) 

  

 

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

日本 北米 欧州
アジア・  

パシフィック
中南米 計

消去または 
全社

連結

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

9,631 6,729 5,100 2,124 658 24,244 ― 24,244

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

4,927 2,090 118 2,157 ― 9,293 (9,293) ―

計 14,558 8,820 5,218 4,281 658 33,537 (9,293) 24,244

営業利益又は営業損失(△) 10,206 803 △349 △95 129 10,694 (3,465) 7,229

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

 ２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域

 北米 … 米国・カナダ

 欧州 … アイルランド・ドイツ・イタリア・フランス・英国

 アジア・パシフィック …
台湾・韓国・オーストラリア・中国・フィリピン・シンガポール・ 

マレーシア・タイ・インド

 中南米 … ブラジル・メキシコ

日本 北米 欧州
アジア・  

パシフィック
中南米 計

消去または 
全社

連結

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

9,990 6,118 4,408 2,314 662 23,493 ― 23,493

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

3,565 304 304 2,500 ― 6,674 (6,674) ―

計 13,555 6,423 4,712 4,815 662 30,168 (6,674) 23,493

営業利益又は営業損失(△) 6,019 △629 △155 73 250 5,559 8 5,567
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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 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

 ２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域

 北米 … 米国・カナダ

 欧州 … アイルランド・ドイツ・イタリア・フランス・英国

 アジア・パシフィック …
台湾・韓国・オーストラリア・中国・フィリピン・シンガポール・ 

マレーシア・タイ・インド

 中南米 … ブラジル・メキシコ

３ 営業費用の配賦方法の変更 

 平成22年1月に締結されたコストシェアリング契約の開始に伴い、前連結会計年度まで、当社が負担し

ていたグループにおける重要な無形資産の開発及びそれに付随する費用は、当連結会計年度より各地域に

配賦される事になりました。その結果、前連結会計年度まで「消去又は全社」の項目の営業費用として取

り扱っておりました営業費用も、コストシェアリング契約の対象となり、当連結会計年度より各地域に配

賦される事になりました。なお、この契約の開始に伴う影響額の把握は困難です。

日本 北米 欧州
アジア・  

パシフィック
中南米 計

消去または 
全社

連結

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

19,416 12,683 9,849 3,966 1,243 47,159 ― 47,159

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

9,405 4,057 219 4,090 ― 17,772 (17,772) ―

計 28,821 16,740 10,068 8,057 1,243 64,931 (17,772) 47,159

営業利益又は営業損失(△) 19,908 1,492 △294 △264 302 21,143 (6,886) 14,257

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

 ２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域

 北米 … 米国・カナダ

 欧州 … アイルランド・ドイツ・イタリア・フランス・英国

 アジア・パシフィック …
台湾・韓国・オーストラリア・中国・フィリピン・シンガポール・ 

マレーシア・タイ・インド

 中南米 … ブラジル・メキシコ
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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) 

 

 
  

日本 北米 欧州
アジア・  

パシフィック
中南米 計

消去または 
全社

連結

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

19,773 12,117 9,413 4,569 1,347 47,221 ― 47,221

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

7,402 635 366 4,785 ― 13,189 (13,189) ―

計 27,175 12,752 9,780 9,355 1,347 60,410 (13,189) 47,221

営業利益又は営業損失(△) 12,650 △1,492 △85 △16 468 11,525 84 11,609

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

 ２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域

 北米 … 米国・カナダ

 欧州 … アイルランド・ドイツ・イタリア・フランス・英国

 アジア・パシフィック …
台湾・韓国・オーストラリア・中国・フィリピン・シンガポール・ 

マレーシア・タイ・インド

 中南米 … ブラジル・メキシコ

３ 営業費用の配賦方法の変更 

 平成22年1月に締結されたコストシェアリング契約の開始に伴い、前連結会計年度まで、当社が負担し

ていたグループにおける重要な無形資産の開発及びそれに付随する費用は、当連結会計年度より各地域に

配賦される事になりました。その結果、前連結会計年度まで「消去又は全社」の項目の営業費用として取

り扱っておりました営業費用も、コストシェアリング契約の対象となり、当連結会計年度より各地域に配

賦される事になりました。なお、この契約の開始に伴う影響額の把握は困難です。
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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) 

  

 

【海外売上高】

北米 欧州 アジア・  
パシフィック

中南米 合計

(百万円） (百万円） (百万円） (百万円） (百万円）

Ⅰ 海外売上高 6,809 5,065 2,125 661 14,661

Ⅱ 連結売上高 ― ― ― ― 24,244

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

28.1 20.9 8.8 2.7 60.5

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２ 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。

３ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域

北米 … 米国・カナダ

欧州 … アイルランド・ドイツ・イタリア・フランス・英国

アジア・パシフィック …
台湾・韓国・オーストラリア・中国・フィリピン・シンガポール・ 

マレーシア・タイ・インド

中南米 … ブラジル・メキシコ

北米 欧州 アジア・  
パシフィック

中南米 合計

(百万円） (百万円） (百万円） (百万円） (百万円）

Ⅰ 海外売上高 6,122 4,351 2,377 665 13,516

Ⅱ 連結売上高 ― ― ― ― 23,493

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

26.1 18.5 10.1 2.8 57.5

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２ 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。

３ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域

北米 … 米国・カナダ

欧州 … アイルランド・ドイツ・イタリア・フランス・英国

アジア・パシフィック …
台湾・韓国・オーストラリア・中国・フィリピン・シンガポール・ 

マレーシア・タイ・インド

中南米 … ブラジル・メキシコ
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  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) 

  

 

 
  

北米 欧州 アジア・  
パシフィック

中南米 合計

(百万円） (百万円） (百万円） (百万円） (百万円）

Ⅰ 海外売上高 12,764 9,809 3,971 1,249 27,795

Ⅱ 連結売上高 ― ― ― ― 47,159

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

27.1 20.8 8.4 2.6 58.9

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２ 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。

３ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域

北米 … 米国・カナダ

欧州 … アイルランド・ドイツ・イタリア・フランス・英国

アジア・パシフィック …
台湾・韓国・オーストラリア・中国・フィリピン・シンガポール・ 

マレーシア・タイ・インド

中南米 … ブラジル・メキシコ

北米 欧州 アジア・  
パシフィック

中南米 合計

(百万円） (百万円） (百万円） (百万円） (百万円）

Ⅰ 海外売上高 12,136 9,433 4,572 1,353 27,495

Ⅱ 連結売上高 ― ― ― ― 47,221

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

25.7 20.0 9.7 2.8 58.2

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２ 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。

３ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域

北米 … 米国・カナダ

欧州 … アイルランド・ドイツ・イタリア・フランス・英国

アジア・パシフィック …
台湾・韓国・オーストラリア・中国・フィリピン・シンガポール・ 

マレーシア・タイ・インド

中南米 … ブラジル・メキシコ

トレンドマイクロ㈱ (4704) 　平成22年12月期　第２四半期決算短信

16



該当事項なし。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(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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