
 

 

 

 

 

 

   

 
  

 

   

 

 
  

 
  

   

 

 
  

  

 
(注) 1.当四半期における配当予想の修正有無 ： 無 

2.平成22年12月期の配当予想は未定です。 

  

(注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ：無 

  当社グループは、通期の業績見通しについては、開示しておりません。 
 詳細は「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」を御覧下さい。 
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(百万円未満切捨て)

1. 平成22年12月期第３四半期の連結業績（平成22年１月１日～平成22年９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３四半期 6,604 △15.6 1,175 △5.7 1,668 6.1 1,426 629.2

21年12月期第３四半期 7,821 ─ 1,246 ─ 1,573 ─ 195 ─

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３四半期 12,436 73 12,388 24
21年12月期第３四半期 1,708 44 1,701 31

 (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３四半期 12,161 8,203 45.3 47,971 31

21年12月期 12,049 7,216 36.2 38,064 87

(参考) 自己資本 22年12期第３四半期 5,511百万円 21年12月期 4,359百万円

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 0 00 0 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）



  

 

 
 (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。 

  

・当社グループは、コンテンツ関連の新規性の高い事業を展開しており、事業環境の変化が激しいこと、

また連結子会社で米国NASDAQ市場に上場しているGRAVITY Co.,Ltd.が業績予想を開示しない方針として

いるため、当社グループが業績予想を発表することにより、各々のステークホルダーに対して公平な情

報提供が困難であることなどから、四半期毎に実施する決算業績及び事業の概況のタイムリーな開示に

務め、通期の業績見通しについては、開示しない方針です。 

4. その他(詳細は、【添付資料】P.３「その他の情報」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

 (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 ： 無

 (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

   ① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年12月期３Ｑ 114,891株 21年12月期 114,536株

   ② 期末自己株式数 22年12月期３Ｑ ─株 21年12月期 ─株

   ③ 期中平均株式数（四半期累計） 22年12月期３Ｑ 114,697株 21年12月期３Ｑ 114,496株
 

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 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３四半期連結累計期間における我が国経済は、政府による経済対策効果などを背景に一部景気回復
の兆しが見られるものの、政策支援の効果が一巡し、急速な円高の進行や海外経済の減速が懸念される状
況にあり、先行きに対する企業の慎重姿勢が強まっており、また個人消費においても低調に推移しており
ます。 
当社を取り巻く環境は、インターネット利用環境の向上、多機能携帯端末の普及、スマートフォンと言

われる高機能携帯電話への本格的な移行や、ソーシャルネットワークサービス（SNS）におけるオンライ
ンゲーム市場が拡大するなど、事業環境は大きく変化を遂げております。 
このような環境の中、当第３四半期連結累計期間においては、オンラインゲーム事業の主力タイトルで

ある「ラグナロクオンライン」の大型アップデートを実施するなど、既存顧客へのさらなる「感動と楽し
い経験」「新しい驚き」を提供してまいりました。 
この結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は6,604,497千円、営業利益は、1,175,270千円、

経常利益1,668,443千円、四半期純利益は1,426,455千円となりました。 
なお、事業の種類別セグメントの業績（セグメント間の内部取引消去前）は、以下のとおりであります。
  

オンライン事業におきましては、当社の主力ゲームタイトルである「ラグナロクオンライン」の大型
アップデートを７月に実施いたしました。これにより第１四半期及び第２四半期連結会計期間におい
て、アップデートを目前に控えたユーザーの買い控え傾向が続いておりましたが、本アップデート以降
は、休眠ユーザーの復帰、新規ユーザーの獲得、また顧客平均単価の向上などにより売上高は好転いた
しました。 
この結果、売上高は6,403,271千円、営業利益は1,753,226千円となりました。 

コンシューマ事業におきましては、昨今のゲームソフトの販売数が低迷している家庭用ゲーム機業界
における市場動向を鑑み、在庫リスクを回避することを目的としたダウンロード販売を中心とした事業
を展開してまいりました。 
この結果、売上高は99,473千円、営業損失は101,908千円となりました。 

ゲーム開発事業におきましては、同業他社からのゲーム受託開発を中心に事業を展開しており、継続
して大型タイトルの受託ロイヤリティ収入が発生しておりますが、ゲームソフトの販売数は低迷してお
ります。また新たに、次世代機向けの受託開発を行っております。 

この結果、売上高は110,242千円、営業損失は129,120千円となりました。 

  

当第３四半期連結累計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ112,221千円増加し、
12,161,715千円となりました。これは主に、スマートフォン向けコンテンツ制作等によるソフトウェア仮
勘定が260,362千円増加したことによります。 
当第３四半期連結累計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ874,509千円減少し、

3,958,065千円となりました。これは主に、連結子会社の株式取得により発生した負ののれんの償却
484,857千円、及び短期借入金が146,000千円減少したことによります。 
また、当第３四半期連結累計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べ986,731千円増加し、

8,203,650千円となりました。これは主に、利益剰余金が1,426,455千円増加した一方で、為替換算調整勘
定が295,600千円、及び少数株主持分が152,535千円減少したことによります。 
  

当社グループは、コンテンツ関連の新規性の高い事業を展開しており、事業環境の変化が激しいこと、
また連結子会社で米国NASDAQ市場に上場しているGRAVITY Co., Ltd.が業績予想を開示しない方針として
いるため、当社グループが業績予想を発表することにより、各々のステークホルダーに対して公平な情報
提供が困難であることなどから、四半期毎に実施する決算業績及び事業の概況のタイムリーな開示に努
め、通期の連結業績予想については、開示しない方針です。 
  

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

＜オンライン事業＞

＜コンシューマ事業＞

＜ゲーム開発事業＞

(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
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該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

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：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年９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 7,328,210 5,122,099

売掛金 1,132,241 1,120,305

有価証券 426,369 2,221,772

商品 20,182 25,638

仕掛品 13,886 95,274

その他 356,561 698,829

貸倒引当金 △1,437 △1,304

流動資産合計 9,276,013 9,282,614

固定資産

有形固定資産 238,836 289,853

無形固定資産

ソフトウエア 563,415 678,386

ソフトウエア仮勘定 1,075,740 815,377

その他 25,078 28,666

無形固定資産合計 1,664,234 1,522,429

投資その他の資産

投資有価証券 337,745 515,408

長期前払費用 213,731 5,074

その他 524,402 497,780

貸倒引当金 △93,247 △63,667

投資その他の資産合計 982,632 954,596

固定資産合計 2,885,702 2,766,880

資産合計 12,161,715 12,049,494
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年９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

買掛金 249,483 206,235

短期借入金 168,500 314,500

1年内返済予定の長期借入金 477,000 477,000

1年内償還予定の社債 58,150 50,100

未払法人税等 534,714 538,465

賞与引当金 12,700 4,300

その他 1,321,922 1,666,814

流動負債合計 2,822,470 3,257,414

固定負債

社債 49,900 24,750

長期借入金 100,000 －

退職給付引当金 59,801 58,740

長期前受収益 285,517 329,726

負ののれん 484,857 969,715

その他 155,518 192,228

固定負債合計 1,135,594 1,575,160

負債合計 3,958,065 4,832,574

純資産の部

株主資本

資本金 5,329,984 5,320,044

資本剰余金 5,322,672 5,312,732

利益剰余金 △3,890,855 △5,317,311

株主資本合計 6,761,801 5,315,465

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △5,135 △6,073

為替換算調整勘定 △1,245,194 △949,594

評価・換算差額等合計 △1,250,329 △955,667

新株予約権 155,876 168,284

少数株主持分 2,536,302 2,688,837

純資産合計 8,203,650 7,216,919

負債純資産合計 12,161,715 12,049,494

ガンホー・オンライン・エンターテイメント㈱ 
(3765)平成22年12月期　第３四半期決算短信

- 5 -



(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21年１月１日
至 平成21年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年１月１日
至 平成22年９月30日)

売上高 7,821,997 6,604,497

売上原価 2,991,873 1,956,229

売上総利益 4,830,124 4,648,267

販売費及び一般管理費 3,583,604 3,472,997

営業利益 1,246,519 1,175,270

営業外収益

受取利息 132,176 117,367

為替差益 － 31,099

負ののれん償却額 498,738 484,857

その他 79,191 69,912

営業外収益合計 710,106 703,236

営業外費用

支払利息 36,687 24,662

持分法による投資損失 237,118 103,328

為替差損 9,417 －

その他 100,173 82,072

営業外費用合計 383,397 210,063

経常利益 1,573,228 1,668,443

特別利益

投資有価証券売却益 79,839 58,734

特別利益合計 79,839 58,734

特別損失

減損損失 781,352 22,927

訴訟関連損失 121,372 －

本社移転費用 139,562 －

特別損失合計 1,042,287 22,927

匿名組合損益分配前税金等調整前四半期純利益 610,780 1,704,249

匿名組合損益分配額 669 791

税金等調整前四半期純利益 610,110 1,703,458

法人税、住民税及び事業税 265,220 219,957

法人税等合計 265,220 219,957

少数株主利益 149,280 57,045

四半期純利益 195,609 1,426,455
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【第３四半期連結会計期間】

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間
(自 平成21年７月１日
至 平成21年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成22年７月１日
至 平成22年９月30日)

売上高 2,732,615 2,500,752

売上原価 1,345,512 655,271

売上総利益 1,387,103 1,845,481

販売費及び一般管理費 1,171,700 1,134,757

営業利益 215,402 710,723

営業外収益

受取利息 40,410 36,381

為替差益 － 7,736

負ののれん償却額 161,619 161,619

その他 13,324 19,235

営業外収益合計 215,354 224,971

営業外費用

支払利息 11,403 8,643

持分法による投資損失 71,913 11,662

為替差損 33,645 －

その他 14,956 22,403

営業外費用合計 131,919 42,709

経常利益 298,837 892,986

特別利益

投資有価証券売却益 43,273 －

特別利益合計 43,273 －

特別損失

減損損失 － 15,878

訴訟関連損失 121,372 －

本社移転費用 139,562 －

特別損失合計 260,934 15,878

匿名組合損益分配前税金等調整前四半期純利益 81,176 877,107

匿名組合損益分配額 517 791

税金等調整前四半期純利益 80,658 876,316

法人税、住民税及び事業税 83,483 90,327

法人税等合計 83,483 90,327

少数株主利益又は少数株主損失（△） △40,691 57,482

四半期純利益 37,866 728,506
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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３四半期連結累計期間
(自 平成21年１月１日
至 平成21年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年１月１日
至 平成22年９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 610,110 1,703,458

減価償却費 654,906 448,560

減損損失 781,352 22,927

負ののれん償却額 △498,738 △484,857

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,440 32,289

賞与引当金の増減額（△は減少） △12,126 8,400

退職給付引当金の増減額（△は減少） 22,318 9,456

持分法による投資損益（△は益） 237,118 103,328

為替差損益（△は益） 20,735 41,785

投資有価証券売却損益（△は益） △79,839 △58,734

受取利息及び受取配当金 △137,853 △117,533

支払利息 36,687 24,662

売上債権の増減額（△は増加） 526,038 △31,390

たな卸資産の増減額（△は増加） 488,979 63,070

仕入債務の増減額（△は減少） △112,378 52,561

その他 △281,417 △272,829

小計 2,257,333 1,545,156

利息及び配当金の受取額 137,795 117,551

利息の支払額 △33,383 △21,181

法人税等の支払額 △312,656 △221,241

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,049,089 1,420,285

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 △543,302 △1,953,300

定期預金の払戻による収入 422,151 1,302,200

有価証券の純増減額（△は増加） － 459,600

有形及び無形固定資産の取得による支出 △769,328 △616,418

投資有価証券の取得による支出 △52,585 △38,348

投資有価証券の売却及び償還による収入 125,703 166,276

長期前払費用の取得による支出 － △164,810

敷金及び保証金の差入による支出 △103,226 －

敷金及び保証金の回収による収入 30,782 119,514

その他 90,293 △10,804

投資活動によるキャッシュ・フロー △799,511 △736,090
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年１月１日
至 平成21年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年１月１日
至 平成22年９月30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） 190,000 △146,000

長期借入金の返済による支出 △543,044 －

長期借入れによる収入 － 100,000

社債の発行による収入 － 100,000

社債の償還による支出 △50,100 △66,800

新株予約権の行使による株式の発行による収入 11,760 19,880

その他 △9,883 △63,850

財務活動によるキャッシュ・フロー △401,267 △56,770

現金及び現金同等物に係る換算差額 412,670 △292,995

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,260,981 334,428

現金及び現金同等物の期首残高 5,202,508 5,472,820

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,463,490 5,807,249
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該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結会計期間(自  平成21年７月１日  至  平成21年９月30日) 

 
  

当第３四半期連結会計期間(自  平成22年７月１日  至  平成22年９月30日) 

 
  

(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している事業内容及び製品・サービス種類・市場性等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・サービス 

（１）オンライン事業 

   オンラインゲームの企画・開発・運営事業及び付随事業等 

（２）コンシューマ事業 

   コンシューマゲーム及び映像作品の企画、制作及び販売等 

（３）ゲーム開発事業 

   オンラインゲーム及びコンシューマゲーム・ソフトウェアの受託開発等 

  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

１．事業の種類別セグメント情報

オンライン 
事業 
(千円)

コンシューマ
事業 
(千円)

ゲーム開発
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

2,119,179 109,200 504,236 2,732,615 ─ 2,732,615

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ 3,688 405,096 408,785 (408,785) ─

計 2,119,179 112,888 909,333 3,141,401 (408,785) 2,732,615

営業利益又は営業損失(△) 610,528 △267,114 49,317 392,732 (177,329) 215,402

オンライン 
事業 
(千円)

コンシューマ
事業 
(千円)

ゲーム開発
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

2,460,768 17,460 22,523 2,500,752 ─ 2,500,752

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ 341 6,930 7,271 (7,271) ─

計 2,460,768 17,801 29,453 2,508,024 (7,271) 2,500,752

営業利益又は営業損失(△) 946,319 △55,166 △75,583 815,569 (104,845) 710,723
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前第３四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日) 

 
  

当第３四半期連結累計期間(自 平成22年１月１日 至 平成22年９月30日) 

 
  

(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している事業内容及び製品・サービス種類・市場性等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・サービス 

(1) オンライン事業 

       オンラインゲームの企画・開発・運営事業及び付随事業等 

(2) コンシューマ事業 

       コンシューマゲーム及び映像作品の企画、制作及び販売等 

(3) ゲーム開発事業 

       オンラインゲーム及びコンシューマゲーム・ソフトウェアの受託開発等 

  

オンライン 
事業 
(千円)

コンシューマ
事業 
(千円)

ゲーム開発
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

6,896,456 266,204 659,337 7,821,997 ― 7,821,997

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ 5,646 471,600 477,246 (477,246) ―

計 6,896,456 271,851 1,130,937 8,299,244 (477,246) 7,821,997

営業利益又は営業損失(△) 2,172,145 △527,813 57,257 1,701,589 (455,070) 1,246,519

オンライン
事業 
(千円)

 コンシュー
マ事業 
(千円)

ゲーム開発
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

6,403,271 97,913 103,312 6,604,497 ― 6,604,497

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― 1,559 6,930 8,489 (8,489) ―

計 6,403,271 99,473 110,242 6,612,986 (8,489) 6,604,497

営業利益又は営業損失(△) 1,753,226 △101,908 △129,120 1,522,197 (346,927) 1,175,270
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前第３四半期連結会計期間(自  平成21年７月１日  至  平成21年９月30日) 

 
  

当第３四半期連結会計期間(自  平成22年７月１日  至  平成22年９月30日) 

 
(注) １ 国または地域の区分は、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 

  その他の地域・・・アメリカ、フランス、ロシア他 

  

  

２．所在地別セグメント情報

日本 
(千円)

韓国
(千円)

その他の地域
(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

2,223,859 371,183 137,573 2,732,615 ― 2,732,615

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

7,560 570,267 ― 577,827 (577,827) ―

計 2,231,419 941,450 137,573 3,310,443 (577,827) 2,732,615

営業利益又は営業損失(△) 114,672 255,571 △36,549 333,694 (118,291) 215,402

日本 
(千円)

韓国
(千円)

その他の地域
(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

2,160,346 251,022 89,383 2,500,752 ― 2,500,752

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

2,068 684,662 ― 686,730 (686,730) ―

計 2,162,415 935,684 89,383 3,187,483 (686,730) 2,500,752

営業利益又は営業損失(△) 560,997 315,451 △43,940 832,508 (121,784) 710,723
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前第３四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日) 

 
  

当第３四半期連結累計期間(自 平成22年１月１日 至 平成22年９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 

 その他の地域・・・アメリカ、フランス、ロシア他 

日本 
(千円)

韓国
(千円)

その他の地域
(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

6,416,014 979,092 426,890 7,821,997 ― 7,821,997

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

13,210 1,913,999 ─ 1,927,209 (1,927,209) ―

計 6,429,224 2,893,092 426,890 9,749,207 (1,927,209) 7,821,997

営業利益又は営業損失(△) 792,641 931,654 △113,034 1,611,260 (364,741) 1,246,519

日本 
(千円)

韓国
(千円)

その他の地域
(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

5,436,694 818,730 349,072 6,604,497 ― 6,604,497

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

5,250 1,678,220 ─ 1,683,470 (1,683,470) ―

計 5,441,945 2,496,950 349,072 8,287,968 (1,683,470) 6,604,497

営業利益又は営業損失(△) 1,115,115 512,317 △113,263 1,514,170 (338,899) 1,175,270
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前第３四半期連結会計期間(自  平成21年７月１日  至  平成21年９月30日) 

 
  

当第３四半期連結会計期間(自  平成22年７月１日  至  平成22年９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 

 （１）アジア・・・韓国、香港、タイ、フィリピン等 

 （２）米州・・・アメリカ、ブラジル等 

 （３）その他の地域・・・ロシア等 

 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。 

  

３．海外売上高

アジア 米州 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円） 342,653 597,249 44,674 984,577

Ⅱ 連結売上高(千円） ─ ─ ─ 2,732,615

Ⅲ 連結売上高に占める 
   海外売上高の割合（％）

12.5 21.8 1.6 36.0

アジア 米州 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円） 228,003 98,516 17,894 344,414

Ⅱ 連結売上高(千円） ─ ─ ─ 2,500,752

Ⅲ 連結売上高に占める 
   海外売上高の割合（％）

9.1 3.9 0.7 13.7
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 前第３四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日) 

 
  

 当第３四半期連結累計期間(自 平成22年１月１日 至 平成22年９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は以下のとおりとなっております。 

 （１）アジア・・・韓国、香港、タイ、フィリピン等 

 （２）米州・・・アメリカ、ブラジル等 

 （３）その他の地域・・・ロシア等 

 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。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

アジア 米州 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円） 893,947 859,165 128,681 1,881,793

Ⅱ 連結売上高(千円） ─ ─ ─ 7,821,997

Ⅲ 連結売上高に占める 
   海外売上高の割合（％）

11.4 10.9 1.6 24.0

アジア 米州 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円） 739,953 392,606 92,687 1,225,247

Ⅱ 連結売上高(千円） ─ ─ ─ 6,604,497

Ⅲ 連結売上高に占める 
   海外売上高の割合（％）

11.2 5.9 1.4 18.5

(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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