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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 2,418 21.5 475 ― 493 ― 137 ―

21年3月期第3四半期 1,989 ― △875 ― △807 ― △1,238 ―

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 0.65 0.60
21年3月期第3四半期 △5.91 ―

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 4,149 2,683 61.6 11.84
21年3月期 3,004 2,338 73.6 10.43

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  2,554百万円 21年3月期  2,212百万円

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 0.00
22年3月期 ― 0.00 ―

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 2,800 21.6 500 ― 530 ― 10 ― 0.04



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、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 

 上記の業績予想には、本資料発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれております。したがって実際の業績は、経済、株式市
況、その他様々な事業環境の変動に関するリスクや不確定要因により、上記記載の予想数値と異なる場合があります。また、一般事業会社と異なり、相対
的に少数・大規模の案件を、IPO、バイアウト等による投資回収に導く投資事業の事業特性から、短期における収益の平準化が困難であり、さらに、M＆A
やIPO実行後の保有株式には株価変動が生じ、投資回収のタイミングそのものの短期予測も困難であることから、半期ごとではなく通期の業績予想を行い
ます。 

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 215,824,287株 21年3月期  212,324,287株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  158,471株 21年3月期  139,908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 212,596,803株 21年3月期第3四半期 209,644,038株



 当第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日～平成21年12月31日）における経営環境は、企業収益の減少による

設備投資の低迷や厳しい雇用情勢による個人消費の冷え込み等により、依然として厳しい状況で推移しているもの

の、経済対策の効果等を背景に、緩やかな回復に向かっております。 

 このような状況のなか、当社は、平成21年度の事業計画を着実に推進してまいりました。ポートフォリオ再編の一

環である株式会社キャドセンター、株式会社ジー・コミュニケーションのＥＸＩＴ（投資回収）及び運用上場株式の

売却を実現いたしました。また、経営改善策として、組織体制及び本社運営コストの見直しにより経費削減を図って

まいりました。一方で、金融危機後の金融マーケットの状況変化を好機の到来であると判断し、業績の回復に伴い新

規投資を再開いたしました。まず、北米を中心として業務用ソフトウェアの開発・販売を行うサイトライングループ

に投資（当社持分30％）を行い、日本を始めとするアジア市場での同社の事業展開への支援を行う予定であります。

さらに、小型上場株投資として、賃貸斡旋、プロパティ・マネジメント事業等を展開する株式会社アパマンショップ

ホールディングスへの成長支援投資を行いました。当社は今後も中堅及び新興上場会社の再生、成長に向け、外部環

境などにも留意しながら、積極的な投資を行っていく方針であります。 

 アドバイザリー事業につきましては、国内外のクライアント数社とアドバイザリー契約を締結し、事業戦略推進等

のコンサルティングに取り組んでおります。  

 以上により、当第３四半期連結累計期間における連結業績は売上高24億18百万円（前年同四半期比、４億28百万円

増）、営業利益４億75百万円（同、13億51百万円増）、経常利益４億93百万円（同、13億円増）、四半期純利益１億

37百万円（同、13億76百万円増）となりました。  

  

(1) 資産、負債及び純資産の状況 

 当第３四半期連結会計期間末の総資産につきましては、前期末に比べ、11億44百万円増加し41億49百万円となり

ました。増加した主な要因は、大型ＥＸＩＴ（投資回収）の成約及び2011年満期ユーロ円貨建転換社債型新株予約

権付社債（以下、「新株予約権付社債」という。）の発行による現預金の増加及びサイトライングループへの投資

等による営業投資有価証券の増加によるものであります。負債につきましては、前期末に比べ、７億99百万円増加

し14億66百万円となりました。増加した主な要因は、新株予約権付社債の発行によるものであります。純資産につ

きましては、３億44百万円増加し26億83百万円となりました。  

(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の現金及び現金同等物は、前期末と比べ、９億60百万円増加し12億55百万円となり

ました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、当第３四半期連結累計期間において４億22百万円のキャッシュ・イン

フローとなりました。主な要因は、保有株式のＥＸＩＴ（投資回収）が計画どおり進んだことなどにより税金等

調整前四半期純利益を計上したことなどによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

 投資活動によるキャッシュ・フローは、当第３四半期連結累計期間において51百万円のキャッシュ・インフロ

ーとなりました。その主な要因は、当社の本社フロアーの統合に伴う差入保証金の一部回収及び貸付金の回収に

よるものであります。 

（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、当第３四半期連結累計期間において４億85百万円のキャッシュ・イン

フローとなりました。その主な要因は、新株予約権付社債の発行による収入９億39百万円による増加が、少数株

主への配当金の支払額３億83百万円による減少を上回ったためであります。  

  

 平成22年３月期の業績予想につきましては、当初の業績予想の時点で保守的にみていたＥＸＩＴ（投資回収）が想

定を上回る見込みとなったことなどから、平成21年５月８日付「平成21年３月期 決算短信」にて発表いたしました

連結及び個別の業績予想を修正いたしました。詳細は本日付で発表いたしました「平成22年３月期通期業績予想の修

正に関するお知らせ」をご参照ください。  

  

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

３．連結業績予想に関する定性的情報



 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３四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関しては、第２四半期連結会計期間末の実地棚卸高を基

礎として合理的な方法により算定しております。 

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。  

  

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



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 1,270,978 310,417

受取手形及び売掛金 156,305 182,277

営業投資有価証券 1,596,855 1,285,784

商品及び製品 190,350 276,417

短期貸付金 － 315,000

1年内処分予定の不動産 315,000 －

その他 33,961 31,358

貸倒引当金 △5,528 △8,462

流動資産合計 3,557,923 2,392,793

固定資産   

有形固定資産 75,270 93,948

無形固定資産   

のれん 5,043 7,507

その他 4,175 5,384

無形固定資産合計 9,219 12,892

投資その他の資産   

投資有価証券 420,000 420,000

長期貸付金 128,100 160,000

その他 135,852 158,228

貸倒引当金 △199,663 △233,159

投資その他の資産合計 484,289 505,068

固定資産合計 568,778 611,909

繰延資産 22,673 －

資産合計 4,149,375 3,004,702

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 31,877 30,849

短期借入金 324,500 386,665

1年内返済予定の長期借入金 20,000 40,000

引当金 765 5,000

その他 112,779 96,122

流動負債合計 489,922 558,636

固定負債   

新株予約権付社債 880,000 －

長期借入金 32,000 20,000

退職給付引当金 60,748 83,813

その他 3,349 3,766

固定負債合計 976,098 107,580

負債合計 1,466,020 666,216



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,077,000 3,042,000

資本剰余金 1,576,253 1,541,627

利益剰余金 △2,058,597 △2,196,159

自己株式 △9,293 △9,347

株主資本合計 2,585,362 2,378,121

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △31,050 △165,717

評価・換算差額等合計 △31,050 △165,717

新株予約権 11,190 －

少数株主持分 117,853 126,082

純資産合計 2,683,355 2,338,486

負債純資産合計 4,149,375 3,004,702



(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 1,989,996 2,418,045

売上原価 1,357,664 1,099,880

売上総利益 632,331 1,318,165

販売費及び一般管理費 1,508,211 842,706

営業利益又は営業損失（△） △875,879 475,458

営業外収益   

受取利息 34,249 12,900

受取配当金 69,632 9,424

為替差益 17,441 2,508

未払配当金戻入益 － 6,886

その他 7,461 1,701

営業外収益合計 128,785 33,420

営業外費用   

支払利息 40,489 10,364

社債発行費等償却 10,094 3,425

その他 9,534 2,040

営業外費用合計 60,118 15,829

経常利益又は経常損失（△） △807,212 493,049

特別利益   

前期損益修正益 1,576 10

償却債権取立益 － 18,275

貸倒引当金戻入額 11,157 36,430

賞与引当金戻入額 － 1,817

関係会社株式売却益 999 －

特別利益合計 13,733 56,533

特別損失   

固定資産除却損 － 10,077

営業投資有価証券評価損 27,442 17,221

関係会社株式売却損 417,166 －

たな卸資産評価損 13,572 －

本社統合費用 － 10,737

その他 710 3,737

特別損失合計 458,891 41,774

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（△）

△1,252,370 507,807

法人税、住民税及び事業税 4,525 1,561

法人税等調整額 94 △1,795

法人税等合計 4,620 △234

少数株主利益又は少数株主損失（△） △18,036 370,481

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,238,954 137,561



(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20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 86,307 676,947

売上原価 126,100 537,779

売上総利益又は売上総損失（△） △39,792 139,167

販売費及び一般管理費 321,754 279,864

営業損失（△） △361,547 △140,696

営業外収益   

受取利息 14,648 3,948

受取配当金 65,227 －

為替差益 － 4,474

その他 3,576 605

営業外収益合計 83,452 9,028

営業外費用   

支払利息 13,504 2,820

社債発行費等償却 8,411 3,425

為替差損 6,279 －

その他 7,880 578

営業外費用合計 36,076 6,823

経常損失（△） △314,172 △138,491

特別利益   

前期損益修正益 778 －

償却債権取立益 4,026 18,275

貸倒引当金戻入額 3,967 14,957

特別利益合計 8,772 33,232

特別損失   

固定資産除却損 － 57

営業投資有価証券評価損 27,442 －

関係会社株式売却損 417,166 －

その他 0 －

特別損失合計 444,608 57

税金等調整前四半期純損失（△） △750,008 △105,316

法人税、住民税及び事業税 2,891 516

法人税等調整額 1,413 2,675

法人税等合計 4,305 3,191

少数株主損失（△） △4,358 △422

四半期純損失（△） △749,956 △108,085



(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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△1,252,370 507,807

減価償却費 30,850 12,142

のれん償却額 △871 2,464

貸倒引当金の増減額（△は減少） △11,799 △36,430

賞与引当金の増減額（△は減少） 11,100 △4,235

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,182 △23,064

返品調整引当金の増減額（△は減少） △191 －

売上値引引当金の増減額（△は減少） 1,099 －

受取利息及び受取配当金 △103,882 △22,324

支払利息 40,489 10,364

有形固定資産除却損 260 10,077

関係会社株式売却損益（△は益） 416,166 －

売上債権の増減額（△は増加） 248,850 26,224

たな卸資産の増減額（△は増加） △105,919 86,067

仕入債務の増減額（△は減少） 107,190 △1,714

営業投資有価証券の増減額（△は増加） 2,576,905 △176,404

未収消費税等の増減額（△は増加） 6,877 2,491

未払消費税等の増減額（△は減少） △3,575 8,687

その他の資産の増減額（△は増加） 33,446 4,201

その他の負債の増減額（△は減少） △96,015 14,076

その他 6,701 2,739

小計 1,911,496 423,172

利息及び配当金の受取額 78,202 17,584

利息の支払額 △39,594 △10,310

法人税等の支払額 △21,778 △8,336

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,928,325 422,110

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △7,171 △2,332

有形固定資産の売却による収入 7,107 －

無形固定資産の取得による支出 △4,480 －

子会社株式の売却による収入 1,000 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

28,881 －

貸付金の回収による収入 750,000 31,900

差入保証金の差入による支出 △43 △3,395

差入保証金の回収による収入 15,673 25,698

投資活動によるキャッシュ・フロー 790,968 51,869



（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   

短期借入れによる収入 1,269,000 －

短期借入金の返済による支出 △348,317 △62,165

長期借入れによる収入 － 32,000

長期借入金の返済による支出 △47,500 △40,000

担保に供している預金の減少による収入 183,400 －

担保に供している預金の増加による支出 △165,050 －

社債の償還による支出 △400,000 －

新株予約権付社債の発行による収入 997,905 939,966

新株予約権付社債の買入消却による支出 △5,924,000 －

株式の発行による支出 － △213

新株予約権の発行による支出 － △4,690

自己株式の取得による支出 △1,539 △439

自己株式の売却による収入 1,098 118

少数株主からの払込みによる収入 － 4,350

少数株主への配当金の支払額 － △383,060

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,435,002 485,866

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,914 714

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,713,793 960,561

現金及び現金同等物の期首残高 1,923,837 295,417

現金及び現金同等物の四半期末残高 210,043 1,255,978



 該当事項はありません。 

  

  

  

(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〕

  
前第３四半期連結会計期間

（自 平成20年10月１日 
至 平成20年12月31日） 

  
インベストメント 
バンキング事業 

（千円） 

産業資材事業

（千円） 
その他の事業

（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結

（千円） 

Ⅰ．売上高           

(1）外部顧客に対する 

売上高 
 △127,453  176,625  37,135  －  86,307

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  △127,453  176,625  37,135  －  86,307

Ⅱ．営業損益  △337,142  △28,219  2,634  1,180  △361,547

  
当第３四半期連結会計期間
（自 平成21年10月１日 
至 平成21年12月31日） 

  
インベストメント
バンキング事業 

（千円） 

産業資材事業
（千円） 

アドバイザリー
事業 

（千円） 

その他の事業
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

Ⅰ．売上高             

(1）外部顧客に対する 

売上高 
   472,847  167,680  2,799  33,620  －  676,947

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 －  19  －  －  △19  －

計  472,847  167,699  2,799  33,620  △19  676,947

Ⅱ．営業損益  △140,422  △5,704  △1,481  5,691  1,220  △140,696

  
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） 

  
インベストメント

バンキング事業 
（千円） 

産業資材事業

（千円） 
ファッション事業

（千円） 
その他の事業

（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結

（千円） 

Ⅰ．売上高             

(1）外部顧客に対する 

売上高 
 152,486  565,028  1,173,975  98,505  －  1,989,996

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 －  56  －  －  △56  －

計  152,486  565,085  1,173,975  98,505  △56  1,989,996

Ⅱ．営業損益  △770,390  △63,006  △49,314  3,340  3,491  △875,879



（注）１．事業区分の方法 

当社及び連結子会社の事業内容に基づく区分によっております。 

２．各区分の主な事業内容 

インベストメントバンキング事業…プライベート・エクイティ投資、上場株式投資、プレＩＰＯ投資 

産業資材事業…………………………特殊フィルム・照明機材等の販売 

ファッション事業……………………ブランドバック・ファッション雑貨の企画製造及び輸入販売 

アドバイザリー事業…………………Ｍ＆Ａアドバイザリー、財務アドバイザリー、事業コンサルティング 

その他の事業…………………………ブランド事業、リスクマネジメント事業他 

３．事業区分名称の変更 

前第３四半期連結累計期間 

 前連結会計年度まで「投資事業」と表示していた事業について、第１四半期連結累計期間より「インベストメ

ントバンキング事業」と名称を変更しております。  

４．事業区分の方法の変更 

当第３四半期連結累計期間  

 従来、「その他の事業」に含めて表示していた「アドバイザリー事業」につきましては、全セグメントの売上

高に占める同事業の割合が高まったため、第１四半期連結会計期間より、「その他の事業」から分離し、独立し

たセグメントとして表示することといたしました。 

 この結果、従来の方法と比較して当第３四半期連結累計期間の売上高は、「アドバイザリー事業」が63,400千

円増加し、「その他の事業」が同額減少しております。また、営業損益は、「アドバイザリー事業」が22,678千

円増加し、「その他の事業」が同額減少しております。 

   

前第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日）及び当第３四半期連結会計期間

（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、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）及び当第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） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、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20年10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） 

  
インベストメント

バンキング事業 
（千円） 

産業資材事業

（千円） 

アドバイザリー

事業 
（千円） 

その他の事業

（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結

（千円） 

Ⅰ．売上高             

(1）外部顧客に対する 

売上高 
 1,756,078  515,662  63,400  82,905  －  2,418,045

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 －  72  －  －  △72  －

計  1,756,078  515,734  63,400  82,905  △72  2,418,045

Ⅱ．営業損益  490,252  △34,660  22,678  △5,190  2,378  475,458

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

  シンガポール アメリカ その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  △75,807  △56,603  1,616  △130,795

Ⅱ 連結売上高（千円）     86,307

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  △87.8  △65.6  1.9  △151.5



当第３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日） 

  

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．国又は地域の区分は、国別に区分しております。 

２．その他の地域に含まれる国は、次のとおりであります。 

前第３四半期連結会計（累計）期間………台湾 

当第３四半期連結会計（累計）期間………シンガポール及びアメリカ 

３．国又は地域の区分の変更 

当第３四半期連結会計期間  

 従来、「その他の地域」に含めて表示していた「台湾」につきましては、当第３四半期連結会計期間におい

て、連結売上高に占める売上高が10％以上となったため、「その他の地域」から分離し、独立して記載してお

ります。また、前第３四半期連結会計期間において、独立して記載しておりました「アメリカ」につきまして

は、当第３四半期連結会計期間において、連結売上高に占める売上高が10％未満となったため、「その他の地

域」に含めて記載しております。 

 この結果、従来の方法と比較して当第３四半期連結会計期間の海外売上高は、「台湾」が134,687千円増加

し、「アメリカ」が△9,837千円、「その他の地域」が144,524千円、それぞれ減少しております。 

当第３四半期連結累計期間  

 従来、「その他の地域」に含めて表示していた「台湾」につきましては、当第３四半期連結累計期間におい

て、連結売上高に占める売上高が10％以上となったため、「その他の地域」から分離し、独立して記載してお

ります。また、前第３四半期連結累計期間において、独立して記載しておりました「シンガポール」及び「ア

メリカ」につきましては、当第３四半期連結累計期間において、連結売上高に占める売上高が10％未満となっ

たため、「その他の地域」に含めて記載しております。 

 この結果、従来の方法と比較して当第３四半期連結累計期間の海外売上高は、「台湾」が279,339千円増加

し、「シンガポール」が4,941千円、「アメリカ」が△5,404千円、「その他の地域」が279,803千円、それぞ

れ減少しております。  

  

 該当事項はありません。 

  

  台湾 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  134,687  △9,837  124,849

Ⅱ 連結売上高（千円）    676,947

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  19.9  △1.5  18.4

  シンガポール アメリカ その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  △78,061  △56,869  55,331  △79,599

Ⅱ 連結売上高（千円）     1,989,996

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  △3.9  △2.9  2.8  △4.0

  台湾 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  279,339  △463  278,876

Ⅱ 連結売上高（千円）    2,418,045

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  11.6  △0.0  11.5

(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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