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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 15,129 △20.3 △786 ― △1,127 ― △1,226 ―

21年3月期第3四半期 18,987 ― △1,283 ― △1,741 ― △2,345 ―

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 △64.67 ―

21年3月期第3四半期 △123.60 ―

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 29,765 16,618 55.7 874.54
21年3月期 30,560 17,634 57.6 928.05

（参考） 自己資本  22年3月期第3四半期  16,593百万円 21年3月期  17,608百万円

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 21,000 △6.4 △700 ― △1,150 ― △1,400 ― △73.79
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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  無  

(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 

１．上記の連結業績予想の修正につきましては、平成21年10月30日に公表いたしました内容を修正しております。詳細につきましては、本日（平成22年２月
５日）付けにて公表しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
２．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。 

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 20,537,875株 21年3月期 20,537,875株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期 1,563,845株 21年3月期 1,563,784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 18,974,080株 21年3月期第3四半期 18,974,255株
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当第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31日まで）における経済状況は、輸出の持ち直し

や景気刺激策実施の効果により回復基調にあるものの、企業収益の低迷を背景とした設備投資の抑制や雇用情勢の悪

化に加え、急速に進む円高やデフレの進行など、厳しい状況で推移いたしました。 

当社グループが関連するエレクトロニクス業界におきましては、これまで低迷が続いていた半導体設備投資が上向

きはじめ、またノートパソコンや薄型テレビを中心としたデジタル製品向け需要にも拡大傾向が見られました。しか

しながら、円高の進行や先進国市場の停滞は続いており、依然として先行き不透明な厳しい状態となっております。

このような厳しい経営環境のなかで当社グループは、新製品を中心に受注・売上の確保に努めるとともに、グロー

バル市場での価格競争力の強化を図るため海外工場への生産シフトによるローコスト・オペレーション構築を推進

し、国内営業所の統合や国内物流拠点の再編及び希望退職による人員適正化などの事業構造改革を実施し、総費用の

圧縮を図ってまいりました。 

その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は15,129百万円（前年同期比20.3％減）となりました。四半期毎の

売上高推移は、第１四半期（平成21年４月～６月）は4,151百万円（同43.6％減）、第２四半期（平成21年７月～９

月）は5,126百万円（同24.4％減）、第３四半期（平成21年10月～12月）は5,851百万円（同20.5％増）と回復基調で

推移いたしました。 

当第３四半期連結累計期間の損益面につきましては、営業損失786百万円（前年同期は1,283百万円の営業損失）、

経常損失1,127百万円（前年同期は1,741百万円の経常損失）となりました。また、退職給付制度終了益や投資有価証

券売却益による特別利益552百万円を計上いたしましたが、12月実施の希望退職による特別退職金等により特別損失

652百万円を計上した結果、純損失1,226百万円（前年同期は2,345百万円の純損失）となりました。なお、当第３四

半期（平成21年10月～12月）の営業利益は214百万円、経常利益は264百万円、純損失は99百万円となり、事業構造改

革の進捗及び売上高の回復に伴い、改善が進みました。 

部門別の概況は、次のとおりであります。 

なお、第１四半期連結会計期間から事業部門を変更したため、前年同四半期比較にあたっては前第３四半期連結累

計期間分を変更後の区分に組み替えて行っております。 

［コネクタ・ＰＶソリューション事業部門］ 

デジタル製品向け電子部品の需要回復を背景に薄型テレビやアミューズメント向け高速伝送用ケーブル（ＹＦＬＥ

Ｘ製品）及びコネクタ製品の受注は堅調な推移となり、また秋口以降よりデジタルカメラやノートパソコン向け小型

メモリーカード用コネクタ製品も大幅な受注増となりました。しかしながら、注力している太陽電池モジュール用接

続部品では、当初予定の出荷がずれ込むなど本格的な立上げは来期以降となり、当初計画を下回る結果となりまし

た。  

その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は7,103百万円（前年同期比8.8％減）となりました。なお、第３四

半期（平成21年10月～12月）の売上高は2,742百万円（同28.0％増）と回復基調にあります。 

［テストソリューション事業部門］ 

これまで低迷が続いていた半導体設備投資が上向きはじめたことにより、当社グループ主力の半導体検査用ＩＣソ

ケット製品は、夏場以降のフラッシュメモリーやＤＤＲ３向けメモリー系半導体用バーンインソケット製品を中心に

受注が増加し、また秋口以降はパソコンや車載向けロジック系半導体用バーンインソケットやテストソケット製品の

受注も回復いたしました。 

その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は5,099百万円（前年同期比24.5％減）となりました。なお、第３

四半期（平成21年10月～12月）の売上高は2,058百万円（同18.7％増）となりました。 

［光関連・ＥＭＳ事業部門］ 

光関連事業では、一般光学機器や光通信向け薄膜フィルタ製品の受注が回復傾向にあります。海外ＥＭＳ事業の基

板実装では、部材の調達方法が総額計上から純額計上の取引中心に切り換ったことにより、前年同期比で大幅な減収

となりましたが、新規基板実装の受注は増加傾向にあります。また国内ＥＭＳ事業の液晶組立では、中小型液晶パネ

ルの受注が低調な推移のため、総経費低減活動による黒字確保に取り組みました。 

その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は2,926百万円（前年同期比34.1％減）となりました。なお、第３

四半期（平成21年10月～12月）の売上高は1,050百万円（同7.4％増）となりました。 

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
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所在地別セグメントの概況は、次のとおりであります。 

［日本］ 

国内においては、デジタル製品向け電子部品の需要回復を背景に、薄型テレビやアミューズメント向け高速伝送用

ケーブル（ＹＦＬＥＸ製品）及びコネクタ製品に加え、秋口以降よりデジタルカメラやノートパソコン向け小型メモ

リーカード用コネクタ製品も好調な推移となりました。また、半導体設備投資が上向きはじめたことにより、半導体

検査用ＩＣソケット製品はメモリー系に続きロジック系半導体用バーンインソケットやテストソケット製品の受注も

回復いたしました。 

その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は6,930百万円（前年同期比10.1％減）、営業利益は26百万円（同

89.1％減）となりました。なお、第３四半期（平成21年10月～12月）の売上高は2,778百万円（同13.2％増）、営業

利益は399百万円（前年同期は139百万円の営業損失）となりました。 

［北米］ 

北米においては、メモリー系半導体用バーンインソケット製品を中心に回復いたしましたが、太陽電池モジュール

用接続部品は量販時期のずれ込みにより売上貢献は微少にとどまりました。 

その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は1,666百万円（前年同期比18.1％減）、営業損失は42百万円（前

年同期は47百万円の営業損失）となりました。なお、第３四半期（平成21年10月～12月）の売上高は714百万円（前

年同期比16.4％増）、営業利益は９百万円（前年同期は４百万円の営業損失）となりました。 

［アジア］ 

アジアにおいては、韓国や東南アジアでのメモリー系に続きロジック系半導体の回復により半導体検査用ＩＣソケ

ット製品は活発な引き合いが続き、コネクタ製品においても薄型テレビやノートパソコンなどのデジタル製品向けの

受注が増加いたしました。また、ＥＭＳ事業での基板実装の不採算製品の整理や中国やフィリピンの生産部門での原

価低減活動等の効果により、損益面で大幅な改善を図ることができました。 

その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は4,497百万円（前年同期比26.7％減）、営業利益は394百万円（同

232.9％増）となりました。なお、第３四半期（平成21年10月～12月）の売上高は1,611百万円（同52.1％増）、営業

利益は164百万円（前年同期は51百万円の営業損失）となりました。 

［欧州］ 

欧州においては、太陽電池モジュール用接続部品の立上げに注力しておりますが、量販時期のずれ込みにより売上

貢献は微少にとどまりました。また、ＦＡ機器向けコネクタ製品や半導体検査用ＩＣソケット製品においても低調な

推移のため、総経費低減活動による黒字確保に取り組みました。 

その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は2,035百万円（前年同期比34.5％減）、営業損失は169百万円（前

年同期は121百万円の営業損失）となりました。なお、第３四半期（平成21年10月～12月）の売上高は746百万円（前

年同期比2.8％増）、営業損失は16百万円（前年同期は161百万円の営業損失）となりました。 
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当第３四半期連結会計期間末の総資産につきましては、29,765百万円（前連結会計年度末比794百万円減少）と

なりました。 

流動資産は、投資有価証券の売却や保険積立金の解約等による収入があったものの特別退職金の支払い等による

現金及び預金の減少等により前連結会計年度末比437百万円の減少となりました。投資その他の資産につきまして

は、投資有価証券の時価上昇による評価差益の計上があったものの保険積立金の解約等により前連結会計年度末比

39百万円の減少となりました。 

負債につきましては、前連結会計年度に実施した特別退職金の支払等による未払金の減少等があったものの受注

高増加に伴う仕入債務の増加等により13,146百万円（前連結会計年度末比221百万円増加）となりました。 

純資産につきましては、16,618百万円（前連結会計年度末比1,016百万円減少）となりました。株主資本は、四

半期純損失を計上したことにより1,226百万円減少いたしました。 

  

平成22年３月期の業績予想につきましては、平成21年10月30日に公表いたしました内容を修正しております。詳

細につきましては、本日（平成22年２月５日）付けにて公表しております「業績予想の修正に関するお知らせ」を

ご参照ください。 

なお、業績予想につきましては、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、実際の業績等は、業

況の変化等により、予想数値と異なる場合があります。  

  

該当事項はありません。 

  

当社グループは、前連結会計年度2,891百万円、当第３四半期連結累計期間786百万円の営業損失を計上し、ま

た、前連結会計年度4,721百万円の当期純損失、当第３四半期連結累計期間1,226百万円の四半期純損失を計上して

おり、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 

当社グループは、当該状況を解消しまたは改善すべく、人件費削減を目的とした前連結会計年度末における早期

退職制度の導入及び当連結会計年度における役員報酬、従業員給与及び賞与の更なる減額の実施、また、減価償却

費削減を目的とした設備投資の抑制などにより固定費を前連結会計年度比20億円削減する計画のほか、変動費比率

の改善計画等とあわせ今後総費用として10％削減する予定であります。 

また、資金確保につきましては、当第３四半期連結会計期間に返済期限が到来した借入金の借換えを実施し、今

後返済期限が到来する借入金の借換えと新たな融資について、引き続き主力金融機関との間で交渉しております。

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

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）継続企業の前提に関する重要事象等
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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：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 3,621,900 5,999,239

受取手形及び売掛金 7,751,536 6,455,677

商品及び製品 1,325,111 1,118,255

仕掛品 438,720 421,446

原材料及び貯蔵品 1,532,999 1,090,012

繰延税金資産 126,900 112,604

その他 715,659 732,063

貸倒引当金 △35,634 △14,605

流動資産合計 15,477,193 15,914,693

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,556,904 3,715,648

機械装置及び運搬具（純額） 1,952,258 1,883,431

工具、器具及び備品（純額） 1,694,030 1,819,686

土地 3,869,676 3,911,723

リース資産（純額） 9,625 11,932

建設仮勘定 120,577 114,229

有形固定資産合計 11,203,074 11,456,651

無形固定資産   

のれん 62,862 82,025

その他 180,690 225,668

無形固定資産合計 243,552 307,693

投資その他の資産   

投資有価証券 1,619,283 1,447,221

繰延税金資産 121,589 73,853

その他 1,197,289 1,456,593

貸倒引当金 △96,243 △96,445

投資その他の資産合計 2,841,919 2,881,223

固定資産合計 14,288,547 14,645,568

資産合計 29,765,740 30,560,262
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（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,463,285 3,163,501

短期借入金 5,293,200 5,742,531

未払法人税等 57,906 66,723

役員賞与引当金 7,549 6,300

繰延税金負債 244,168 273,330

その他 2,571,538 2,804,806

流動負債合計 11,637,648 12,057,191

固定負債   

長期借入金 1,130,868 484,492

退職給付引当金 84,713 163,198

役員退職慰労引当金 53,482 62,427

繰延税金負債 184,834 63,426

その他 55,438 94,701

固定負債合計 1,509,338 868,245

負債合計 13,146,986 12,925,437

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,013,634 10,013,634

資本剰余金 10,971,518 10,971,518

利益剰余金 △1,246,664 △19,681

自己株式 △2,281,311 △2,281,300

株主資本合計 17,457,177 18,684,170

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 262,184 89,140

為替換算調整勘定 △1,125,903 △1,164,408

評価・換算差額等合計 △863,718 △1,075,267

少数株主持分 25,295 25,922

純資産合計 16,618,754 17,634,825

負債純資産合計 29,765,740 30,560,262
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（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 18,987,783 15,129,868

売上原価 14,707,910 11,776,936

売上総利益 4,279,873 3,352,932

販売費及び一般管理費   

給料 2,262,143 1,769,714

賞与 262,747 150,713

福利厚生費 347,085 277,890

運賃諸掛 289,373 246,976

旅費及び交通費 223,029 136,342

減価償却費 303,221 235,549

支払手数料 212,749 174,709

賃借料 242,093 280,418

雑費 1,420,514 867,217

販売費及び一般管理費合計 5,562,959 4,139,531

営業損失（△） △1,283,085 △786,598

営業外収益   

受取利息 42,343 11,273

受取配当金 41,411 27,994

助成金収入 － 74,663

その他 78,231 84,223

営業外収益合計 161,986 198,154

営業外費用   

支払利息 66,198 129,366

為替差損 445,083 224,474

持分法による投資損失 28,694 122,418

その他 79,932 63,218

営業外費用合計 619,909 539,478

経常損失（△） △1,741,008 △1,127,922

特別利益   

固定資産売却益 35,964 16,873

投資有価証券売却益 55,930 279,470

退職給付制度終了益 － 253,839

その他 19,432 2,303

特別利益合計 111,328 552,486

特別損失   

固定資産除却損 36,580 53,600

固定資産売却損 1,236 37,694

投資有価証券評価損 165,179 1,233

たな卸資産評価損 146,517 －

持分変動損失 14,823 －

特別退職金 － 560,157

その他 22,754 －

特別損失合計 387,091 652,686

税金等調整前四半期純損失（△） △2,016,771 △1,228,121

山一電機㈱（6941）平成22年３月期　第３四半期決算短信

8



（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) 

法人税、住民税及び事業税 101,032 96,697

法人税等調整額 227,747 △97,238

法人税等合計 328,779 △540

少数株主損失（△） △357 △598

四半期純損失（△） △2,345,193 △1,226,982
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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損失（△） △2,016,771 △1,228,121

減価償却費 1,767,677 1,307,842

受取利息及び受取配当金 △83,755 △39,268

支払利息 66,198 129,366

為替差損益（△は益） 440,924 181,573

売上債権の増減額（△は増加） 1,085,195 △1,329,477

たな卸資産の増減額（△は増加） 459,857 △698,522

仕入債務の増減額（△は減少） △1,473,669 318,498

その他 △99,853 429,715

小計 145,803 △928,393

利息及び配当金の受取額 91,441 37,929

利息の支払額 △59,465 △144,972

特別退職金の支払額 － △810,114

法人税等の支払額 △209,477 △106,147

営業活動によるキャッシュ・フロー △31,699 △1,951,698

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 △1,793,362 △1,266,529

有形固定資産の売却による収入 299,559 45,297

投資有価証券の売却による収入 － 409,365

保険積立金の払戻による収入 454,519 431,339

その他 △163,066 △185,815

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,202,350 △566,342

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） 2,554,275 3,225

長期借入れによる収入 450,000 950,000

長期借入金の返済による支出 △2,611,124 △748,624

配当金の支払額 △57,663 △1,011

その他 △51,854 △39,941

財務活動によるキャッシュ・フロー 283,632 163,648

現金及び現金同等物に係る換算差額 △377,789 △22,947

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,328,206 △2,377,340

現金及び現金同等物の期首残高 5,131,499 5,993,787

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,803,292 3,616,447
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当社グループは、前連結会計年度2,891,295千円、当第３四半期連結累計期間786,598千円の営業損失を計上し、

また、前連結会計年度4,721,163千円の当期純損失、当第３四半期連結累計期間1,226,982千円の四半期純損失を計

上しております。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 

当社グループは、当該状況を解消しまたは改善すべく、前連結会計年度における早期退職制度の実施などによ

る人員の最適化や前連結会計年度からの役員報酬及び管理職給与の減額などにより費用削減に努めており、これ

に追加して、平成21年10月９日の取締役会における「希望退職者募集」決議に基づき、平成21年12月15日付けで

早期退職優遇制度を実施いたしました。 

また、資金確保につきましては、当第３四半期連結会計期間に返済期限が到来した借入金の借換えや投資有価

証券の売却を実施いたしました。今後も、返済期限が到来する借入金の借換えと新たな融資について引き続き主

力金融機関との間で交渉するとともに、投資有価証券売却等の資産の効率化及び財務体質の強化施策を計画、実

施してまいります。 

しかしながら、これらの対応策は関係者と協議を行いながら進めている途上であるため、現時点では継続企業

の前提に関する重要な不確実性が認められます。 

なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の

影響を四半期連結財務諸表に反映しておりません。 

  

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） 

電子・電気機器関連部品の製造販売事業の売上高及び営業利益の金額は全セグメントの売上高の合計及び営

業利益の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、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。 

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） 

電子・電気機器関連部品の製造販売事業の売上高及び営業利益の金額は全セグメントの売上高の合計及び営

業利益の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、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。 

  

  

   

（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〕

〔所在地別セグメント情報〕

  

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） 

日本 
（千円） 

北米
（千円） 

アジア
（千円） 

欧州
（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  7,712,224 2,033,906 6,131,626 3,110,025  18,987,783  － 18,987,783

(2）セグメント間の内部売上高  5,044,214 20,280 4,320,834 136,715  9,522,044  △9,522,044 －

計  12,756,438 2,054,187 10,452,460 3,246,740  28,509,827  △9,522,044 18,987,783

営業利益又は営業損失（△）  243,441 △47,921 118,621 △121,723  192,417  △1,475,503 △1,283,085

  

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） 

日本 
（千円） 

北米
（千円） 

アジア
（千円） 

欧州
（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  6,930,546 1,666,329 4,497,477 2,035,515  15,129,868  － 15,129,868

(2）セグメント間の内部売上高  3,804,498 72,633 4,372,062 63,310  8,312,506  △8,312,506 －

計  10,735,045 1,738,963 8,869,539 2,098,826  23,442,375  △8,312,506 15,129,868

営業利益又は営業損失（△）  26,478 △42,102 394,934 △169,426  209,883  △996,482 △786,598
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 該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕

    北米 アジア 欧州 合計

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） 

Ⅰ 海外売上高（千円）  2,033,906  6,221,986  3,110,025  11,365,918

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  18,987,783

Ⅲ 海外売上高の連結売

上高に占める割合

（％） 

 10.7  32.8  16.4  59.9

    北米 アジア 欧州 合計

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） 

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,666,329  4,591,597  2,035,515  8,293,442

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  15,129,868

Ⅲ 海外売上高の連結売

上高に占める割合

（％） 

 11.0  30.3  13.5  54.8

（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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