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1.  平成23年2月期第3四半期の連結業績（平成22年3月1日～平成22年11月30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 ％

23年2月期第3四半期 108,666 △6.6 6,008 △13.3 5,857 △11.9 5,175 71.4
22年2月期第3四半期 116,309 ― 6,927 ― 6,650 ― 3,019 ―

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

23年2月期第3四半期 561.97 561.70
22年2月期第3四半期 331.94 ―

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

23年2月期第3四半期 58,716 24,925 42.4 2,458.36
22年2月期 67,948 16,393 24.1 1,794.18

（参考） 自己資本   23年2月期第3四半期  24,925百万円 22年2月期  16,393百万円

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  
 

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

22年2月期 ― 38.00 ― 38.00 76.00

23年2月期 ― 31.00 ―

23年2月期 
（予想）

31.00 62.00

3.  平成23年2月期の連結業績予想（平成22年3月1日～平成23年2月28日） 
（％表示は、対前期増減率） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無  
 

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 137,000 △8.0 6,000 13.6 5,900 17.8 4,700 ― 514.40



(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  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 

（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おりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に掲載されている業績予想は、本資料の発表日現在における将来の見通し、計画のもととなる前提、予測を含んで記載しております。実際の業績
は、今後様々な要因によって本資料に記載した予想とは異なる可能性があります。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.4「その他」をご覧ください。）

新規 ― 社 （社名 ）、 除外 ― 社 （ 社名 ）

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） 23年2月期3Q  10,688,800株 22年2月期  10,688,800株

② 期末自己株式数 23年2月期3Q  551,955株 22年2月期  1,551,926株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年2月期3Q  9,209,589株 22年2月期3Q  9,097,067株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第3四半期（累計）の売上高は、前年同期比6.6％減となりました。売上高が減少した主な要因は、金融事業の

縮小（ガリバーにおける中古車の小売時のオートローンの大半について、平成22年5月以降、他の信販会社が扱うオ

ートローンの使用に変更したこと、株式会社ジー・ワンクレジットサービスの株式譲渡により同社が連結対象でなく

なったこと）や株式会社ジー・トレーディングの取扱台数が減少したことなどです。 

また、利益率が高い一般消費者へ販売を行う小売の台数が、エコカー補助制度の影響を受けたことなどにより減

少したため、売上総利益率は低下しました。 

販売費及び一般管理費につきましては、広告宣伝の効率化によって広告宣伝費が減少したことなどにより前年同

期と比べて減少しました。 

株式会社ジー・ワンクレジットサービスの株式譲渡により発生した株式売却益等1,157百万円を特別利益に計上し

ました。 

一方、特別損失を1,739百万円計上しました。主な内容は、連結子会社・株式会社ジー・トレーディングの子会社

である株式会社ジー・レンタルの事業（建設機械のレンタル）縮小に伴い発生する費用を関係会社事業損失引当金繰

入額として451百万円計上したことや、株式会社ジー・トレーディングの子会社であるG-Trading Rus LLCの事業（ロ

シアにおける建設機械の取扱い）撤退に伴う費用881百万円をはじめ合計1,024百万円を事業整理損として計上したこ

とがあります。 

法人税額等は、株式会社ジー・ワンクレジットサービスの全発行済株式を、SBI ホールディングス株式会社に譲

渡したことを経て、過年度に計上していた損失が、税務上、今期に発生した特別利益と相殺されたことや株式会社ジ

ー・ワンファイナンシャルサービスにおいて発生していた繰越欠損金が今期の課税所得に通算されたこと、また、平

成22年8月に当社が保有する株式会社ジー・トレーディングの全発行済株式を株式会社ジー・ワンファイナンシャル

サービスに売却したことにより、当社が過年度に計上していた株式会社ジー・トレーディングに対する引当金が税務

上の損金として認識されたことが主な要因で減少しました。 

  以上の結果、当第3四半期（累計）の業績は、売上高108,666百万円（前年同期比6.6％減）、営業利益6,008百万円

（前年同期比13.3％減）、経常利益5,857百万円（前年同期比11.9％減）、四半期純利益5,175百万円（前年同期比

71.4％増）となりました。 

  

 セグメント別の業績は次のとおりです。  

［中古車販売事業］  

当事業の売上高は、株式会社ジー・トレーディングの取扱台数が減少したことにより減少しました。また、利益

率が高い一般消費者へ販売を行う小売の台数が、エコカー補助制度の影響を受けたことなどにより減少しました。 

 なお、11月末におけるガリバー直営店の店舗数は、286店舗（前年同期末比1店舗純増、前期末比2店舗純減）とな

りました。 

 結果として、売上高は101,194百万円と前年同期比6,135百万円（5.7％）減となり、営業利益は6,073百万円と前年

同期比1,850百万円（23.4％）減となりました。 

  

［金融事業］  

当事業の売上高は、ガリバーにおける中古車の小売時のオートローンの大半について、平成22年5月以降、他の信

販会社が扱うオートローンの使用に変更したことや、株式会社ジー・ワンクレジットサービスの株式譲渡に伴い減少

しました。 

営業利益につきましては、上記の株式譲渡等により販売費及び一般管理費が減少している状況で、過年度に契約

したオートローン収益が計上されたことにより増加しました。 

なお、オートローン件数の減少及び株式会社ジー・ワンクレジットサービスの株式譲渡に伴い、金融事業におけ

る売掛金が、13,901百万円と前期末と比べ12,369百万円（47.1％）減となりました。 

 結果として、売上高は4,039百万円と前年同期比2,099百万円（34.2%）減となり、営業利益は1,256百万円と前年同

期比499百万円（66.0%）増となりました。 

  

［その他の事業］  

 11月末におけるガリバー加盟店の店舗数は、133店舗（前年同期末比6店舗純増、前期末比3店舗純増）となりまし

た。 

自動車の運送事業を行っている連結子会社・株式会社ハコボーの売上高及び営業利益は、受注台数の減少等によ

り減少しました。 

 結果として、売上高は6,887百万円と前年同期比489百万円（6.6％）減となり、営業利益は1,476百万円と前年同期

比182百万円（11.0％）減となりました。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

［資産の部］ 

 当第３四半期連結会計期間末の資産の部合計は、58,716百万円（前期末比13.6％減）となりました。 

 流動資産は、売上債権及び販売目的で保有するたな卸資産がが減少したことなどにより、34,223百万円（前期末比

31.8％減）となりました。 

 固定資産は、株式会社ジー・ワンクレジットサービスの株式譲渡に伴い、同時に貸付を実行したことによる長期貸

付金の増加などの理由から、24,493百万円（前期末比37.8％増）となりました。 

  

［負債の部］ 

   当第３四半期連結会計期間末の負債の部合計は、33,791百万円（前期末比34.5％減）となりました。 

 流動負債は、短期借入金の返済などにより、17,779百万円（前期末比57.2％減）となりました。 

 固定負債は、長期借入金が増加したことなどにより、16,012百万円（前期末比60.6％増）となりました。 

  

［純資産の部］ 

   当第３四半期連結会計期間末の純資産の部合計は、四半期純利益に伴う利益剰余金の増加などにより24,925百万

 円（前期末比52.0％増）となり、自己資本比率は42.4％（前期末比18.3％増）となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  通期の業績予想につきましては、平成22年10月8日に公表しました平成23年2月期第2四半期決算短信に記載した

業績予想から変更はありません。 
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（１）重要な子会社の異動の概要 

 連結子会社であった株式会社ジー・ワンクレジットサービスは、株式の譲渡により連結の範囲から除外しており

ます。なお、同社株式のみなし売却日が平成22年６月１日であるため、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャ

ッシュ・フロー計算書には、同社の平成22年３月１日から平成22年５月31日までを含めております。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①簡便な会計処理 

・一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第３四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。  

・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する方法により算定し

ております。 

・棚卸資産の評価方法 

 当第３四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に係る実地棚卸

高を基礎として合理的な方法により算定しております。また、棚卸資産の簿価切下げにあたっては、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、簿価切下げを行っております。 

・法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法によ

っております。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、又は、一時

差異等の発生状況に著しい変化が認められる場合には、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・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。 

・連結会社相互間の債権債務及び取引の相殺消去 

 当該債権の額と債務の額に差異が見られる場合には、合理的な範囲内で当該差異の調整を行わないで債権と債

務を相殺消去しております。取引金額に差異がある場合で当該差異の重要性が乏しいときには、親会社の金額に

合わせる方法等により相殺消去しております。 

  

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。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

    会計処理基準に関する事項の変更  

       （オートローン収益に係る会計処理）  

 従来、連結子会社である株式会社ジー・ワンファイナンシャルサービスにおけるオートローン収益に係る会計

処理は、未経過期間の調達金利等に対応する収益を契約期間にわたって計上し、それ以外の部分については、早

期完済・代位弁済により喪失することが見込まれる収益を除いて、オートローン契約時に一括して収益計上して

おりましたが、前連結会計年度より契約時に一括計上を行わず、契約期間に対応して収益を計上する方法に変更

し、これに対応する費用である支払手数料も、契約期間に按分して計上する方法へ変更致しました。また、上記

の変更にあわせてオートローン債権を信託会社に譲渡し、その資産を担保とした信託受益権及び証券を発行し売

却しておりますが、証券化による資産の売却時には、資産の帳簿価額を売却した部分と継続して保有する部分に

それぞれの公正評価額にて評価し、証券化による売却損益は、売却による純回収額と売却資産に割り当てられた

帳簿価額の差額により認識する会計処理に変更いたしました。 

 そのため、前第３四半期連結会計期間と当第３四半期連結会計期間で処理方法が異なっております。 

 なお、変更後の方法によった場合、従来の方法に比べて、前第３四半期連結会計期間は、売上高及び売上総利

益はそれぞれ302百万円多く計上され、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ289百万円

多く計上されており、前第３四半期連結累計期間は、売上高及び売上総利益はそれぞれ808百万円多く計上さ

れ、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ773百万円多く計上されております。  

    また、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

     

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。  

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：百万円）

当第３四半期連結会計期間末 
(平成22年11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22年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,713 3,613 

受取手形及び売掛金 16,140 30,287 

商品 4,716 10,351 

営業貸付金 1,442 2,045 

繰延税金資産 1,296 942 

その他 1,580 4,340 

貸倒引当金 △666 △1,400 

流動資産合計 34,223 50,179 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 10,443 10,343 

減価償却累計額 △3,624 △3,356 

建物及び構築物（純額） 6,818 6,986 

車両運搬具 579 336 

減価償却累計額 △254 △58 

車両運搬具（純額） 325 278 

工具、器具及び備品 2,454 2,686 

減価償却累計額 △1,872 △1,722 

工具、器具及び備品（純額） 581 964 

土地 218 218 

建設仮勘定 49 270 

有形固定資産合計 7,993 8,717 

無形固定資産   

のれん 32 48 

ソフトウエア 945 1,532 

その他 17 18 

無形固定資産合計 995 1,599 

投資その他の資産   

投資有価証券 14 14 

関係会社株式 811 859 

長期貸付金 9,140 328 

敷金及び保証金 2,922 3,055 

建設協力金 2,871 2,955 

繰延税金資産 122 367 

その他 382 525 

貸倒引当金 △760 △654 

投資その他の資産合計 15,504 7,452 

固定資産合計 24,493 17,769 

資産合計 58,716 67,948 
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末 
(平成22年11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22年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,248 4,230 

短期借入金 6,546 26,159 

未払金 2,314 3,032 

未払法人税等 272 1,528 

預り金 230 249 

賞与引当金 83 570 

製品保証引当金 1,239 797 

事業整理損失引当金 124 － 

その他 4,718 5,020 

流動負債合計 17,779 41,587 

固定負債   

長期借入金 14,250 8,516 

長期預り保証金 824 877 

役員退職慰労引当金 437 405 

負ののれん － 101 

関係会社事業損失引当金 492 57 

その他 7 9 

固定負債合計 16,012 9,967 

負債合計 33,791 51,555 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,157 4,157 

資本剰余金 4,032 4,032 

利益剰余金 20,118 18,798 

自己株式 △3,975 △11,178 

株主資本合計 24,332 15,810 

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 587 583 

評価・換算差額等合計 587 583 

新株予約権 5 － 

純資産合計 24,925 16,393 

負債純資産合計 58,716 67,948 
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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：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年11月30日) 

売上高 116,309 108,666 

売上原価 83,558 81,098 

売上総利益 32,751 27,568 

販売費及び一般管理費 25,824 21,559 

営業利益 6,927 6,008 

営業外収益   

受取利息 6 76 

受取手数料 8 10 

負ののれん償却額 28 9 

その他 84 22 

営業外収益合計 126 119 

営業外費用   

支払利息 104 129 

為替差損 266 94 

その他 32 46 

営業外費用合計 403 270 

経常利益 6,650 5,857 

特別利益   

前期損益修正益 73 － 

投資有価証券売却益 66 － 

貸倒引当金戻入額 18 20 

関係会社株式売却益 － 1,157 

その他 41 49 

特別利益合計 200 1,227 

特別損失   

前期損益修正損 381 － 

固定資産除却損 660 231 

関係会社事業損失引当金繰入額 － 451 

事業整理損 72 1,024 

その他 78 31 

特別損失合計 1,192 1,739 

税金等調整前四半期純利益 5,658 5,344 

法人税、住民税及び事業税 2,975 236 

法人税等調整額 △340 △67 

法人税等合計 2,635 169 

少数株主利益 3 － 

四半期純利益 3,019 5,175 
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年９月１日 

 至 平成21年11月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年９月１日 

 至 平成22年11月30日) 

売上高 40,505 35,797 

売上原価 30,127 26,443 

売上総利益 10,377 9,353 

販売費及び一般管理費 8,710 7,045 

営業利益 1,667 2,308 

営業外収益   

受取利息 1 35 

受取手数料 1 1 

負ののれん償却額 9 － 

その他 18 3 

営業外収益合計 31 41 

営業外費用   

支払利息 30 49 

為替差損 29 32 

その他 12 1 

営業外費用合計 71 83 

経常利益 1,627 2,265 

特別利益   

前期損益修正益 39 － 

投資有価証券売却益 44 － 

貸倒引当金戻入額 3 20 

その他 15 22 

特別利益合計 102 43 

特別損失   

前期損益修正損 46 － 

固定資産除却損 188 64 

貸倒引当金繰入額 － △57 

関係会社事業損失引当金繰入額 － △40 

事業整理損 6 △8 

その他 28 7 

特別損失合計 269 △35 

税金等調整前四半期純利益 1,459 2,344 

法人税、住民税及び事業税 855 154 

法人税等調整額 △145 753 

法人税等合計 710 907 

少数株主利益 0 － 

四半期純利益 748 1,436 
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 

 至 平成22年11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 5,658 5,344 

減価償却費 1,264 906 

のれん償却額 20 15 

負ののれん償却額 △28 △9 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 162 △209 

賞与引当金の増減額（△は減少） △472 △451 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 29 31 

製品保証引当金の増減額（△は減少） 139 502 

受取利息及び受取配当金 △6 △76 

支払利息 104 129 

為替差損益（△は益） 266 65 

固定資産除却損 660 231 

関係会社株式売却損益（△は益） － △1,157 

事業整理損失 － 423 

売上債権の増減額（△は増加） △10,130 4,227 

たな卸資産の増減額（△は増加） △346 5,648 

営業貸付金の増減額（△は増加） 127 603 

未払消費税等の増減額（△は減少） 120 283 

仕入債務の増減額（△は減少） 254 △1,724 

未払費用の増減額（△は減少） 792 882 

その他 1,433 △489 

小計 48 15,178 

利息及び配当金の受取額 5 77 

利息の支払額 △99 △129 

法人税等の支払額 △1,669 △1,213 

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,713 13,912 

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 △537 △934 

無形固定資産の取得による支出 △726 △366 

投資有価証券の取得による支出 △14 － 

投資有価証券の売却による収入 167 － 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

－ △109 

貸付けによる支出 － △949 

貸付金の回収による収入 － 4,942 

敷金及び保証金の差入による支出 △63 △64 

敷金及び保証金の回収による収入 138 56 

建設協力金の支払による支出 △179 △95 

建設協力金の回収による収入 159 168 

その他 16 13 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,039 2,661 
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 

 至 平成21年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 

 至 平成22年11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） 383 △24,499 

長期借入れによる収入 5,000 11,000 

長期借入金の返済による支出 △3,929 △379 

自己株式の売却による収入 － 4,038 

配当金の支払額 △332 △617 

その他 0 △0 

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,121 △10,458 

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 △15 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,630 6,099 

現金及び現金同等物の期首残高 4,215 3,586 

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △761 － 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,823 9,686 
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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３四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年11月30日）  

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年11月30日）  

 （注）１ 事業区分の方法 

事業区分は、売上集計区分によっております。 

２ 各事業区分に属する主要な商品又は役務の名称 

３．会計方針の変更 

（オートローン収益に係る会計処理）  

   「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」（オートローン収益に係る会計処理）

に記載のとおり、前連結会計年度よりオートローン収益に係る会計処理を変更しております。 

    この変更により、前第3四半期連結累計期間は、変更後の方法によった場合に比べて、「金融事業」で売上

高及び売上総利益は808百万円多く計上され、営業利益及び経常利益、税金等調整前四半期純利益はそれぞれ

773百万円多く計上されています。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
中古車販売

事業 
（百万円） 

金融事業 
（百万円） 

その他の事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は 
全社 

（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高 105,948 5,034 5,325 116,309 －  116,309 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
1,380 1,104 2,050 4,535 △4,535  － 

計 107,329 6,139 7,376 120,845 △4,535 116,309 

営業利益 7,924 757 1,658 10,340 △3,412 6,927 

  
中古車販売

事業 
（百万円） 

金融事業 
（百万円） 

その他の事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は 
全社 

（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高 100,585 3,079 5,000 108,666 －  108,666 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
608 959 1,886 3,454 △3,454  － 

計 101,194 4,039 6,887 112,120 △3,454 108,666 

営業利益 6,073 1,256 1,476 8,807 △2,798 6,008 

事業区分 主要商品又は役務の名称 

中古車販売事業 当社直営店等における中古自動車の買い取り及び販売 

金融事業 
連結子会社の株式会社ジー・ワンファイナンシャルサービスにおい

て、オートローンの取り扱い等の金融事業における役務の提供 

その他の事業 
車の買取と販売を行う「ガリバー」及び「画像販売システム」設置店

の運営に係るフランチャイズ事業における役務の提供 
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〔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21年３月１日 至 平成21年11月30日） 

 全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が、90%を超えているため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22年３月１日 至 平成22年11月30日） 

全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が、90％を超えているため記載を省略しております。 

  

〔海外売上高〕 

 前第３四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年11月30日） 

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

   

  当第３四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年11月30日） 

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

  

  

（自己株式の処分）  

 当社は、取締役会決議に基づき平成22年11月11日を払込期日とする海外募集による自己株式の処分（普通株式

1,000,000株）を実施いたしました。 

 この結果、当第３四半期累計期間において利益剰余金が3,164百万円、自己株式が7,202百万円減少し、当第３四半

期連結会計期間末における利益剰余金は20,118百万円、自己株式は3,975百万円となっております。  

  

（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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