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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6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 ％

22年3月期第1四半期 15,210 △46.8 1,540 136.7 1,779 410.8 1,735 ―
21年3月期第1四半期 28,592 ― 650 ― 348 ― 20 ―

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1四半期 16.51 ―
21年3月期第1四半期 0.20 ―

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1四半期 41,220 11,269 27.3 107.00
21年3月期 45,775 9,040 19.7 85.97

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  11,250百万円 21年3月期  9,040百万円

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
（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― ― ― 3.00 3.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
― ― 3.00 3.00

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） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

30,000 △44.9 2,900 44.6 2,900 52.7 2,000 62.8 19.02

通期 47,000 △56.4 3,500 △45.7 3,000 △29.4 2,000 ― 19.02
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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  有  
（注）詳細は、５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） 

（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。 

(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．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作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想値と異なる場合がありま
す。なお、業績予想については、平成21年５月14日に公表した数値を本資料において修正しております。業績予想に関する事項は、４ページ「３．連結業績
予想に関する定性的情報」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 有
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3月期第1四半期 105,178,572株 21年3月期  105,178,572株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  25,469株 21年3月期  24,784株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 105,153,284株 21年3月期第1四半期 105,156,943株
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当第１四半期連結会計期間のわが国の経済環境は、一部で輸出や生産に回復の兆しが見えるものの、昨

年からの世界的な金融・経済危機の影響は依然として根強く、企業業績や雇用情勢の悪化及び消費の低迷

など、引き続き厳しい状況が続いております。 

 このような環境の下、当社グループにおきましては「経営資源の選択と集中」と「スピードを持った経

営」を基本方針として、燃料事業を中心に、建機材事業、不動産事業、スーパー事業などの各事業部門が

業績向上を図るべく懸命の営業努力を行ってまいりました。 

 この結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は、燃料事業において景気後退の影響により海外炭販売

数量が大幅に減少したことにより、15,210百万円と前年同期比13,382百万円（46.8％）の減収、営業利益

は、豪州子会社の業績が堅調に推移したことにより1,540百万円と前年同期比889百万円（136.7％）の増

益、経常利益は、1,779百万円と前年同期比1,431百万円（410.8％）の増益となりました。 

 当四半期純利益については、国内子会社が長崎県池島炭鉱跡地において進めている合金鉄製造業・リサ

イクル業の工場建設に伴い、(財)長崎県産炭地域振興財団より産炭地域新産業創造等助成金として受給し

た補助金収入559百万円を特別利益へ計上するとともに、税金費用611百万円の計上等の結果、1,735百万

円と前年同期比1,715百万円（－％）の増益となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

①燃料事業 

 燃料事業におきましては、海外炭販売数量の減少に伴い売上高は12,380百万円と前年同期比10,505百万

円（45.9％）の減収となりましたが、営業利益は、豪州子会社の業績が堅調に推移したことにより、

1,658百万円と前年同期比965百万円（139.6％）の増益となりました。 

②建機材事業 

 建機材事業におきましては、不動産・建設業界の市況悪化並びに与信管理の厳格化や取扱商品の取捨選

択により、売上高は2,127百万円と前年同期比2,858百万円（57.3％）の減収となり、７百万円の営業損失

（前年同期は４百万円の営業利益）となりました。 

③不動産事業 

 不動産事業におきましては、前連結会計年度における所有賃貸マンション売却に伴う賃貸収入の減少な

どにより、売上高は131百万円と前年同期比50百万円（27.9％）の減収となり、営業利益は７百万円と前

年同期比５百万円（42.3％）の減益となりました。 

④スーパー事業 

 スーパー事業におきましては、売上高は471百万円と前年同期比６百万円（1.4％）の減収となり、営業

利益は２百万円と前年同期比８百万円（79.4％）の減益となりました。 

⑤その他事業 

 その他事業におきましては、売上高は99百万円と前年同期比38百万円（63.1％）の増収となりました

が、池島アーバンマイン㈱における設備稼働に伴う償却負担等の増加により、111百万円の営業損失（前

年同期は71百万円の営業損失）となりました。 

  

所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

①日本 

 国内におきましては、海外炭販売数量の減少に伴い売上高は13,150百万円と前年同期比14,568百万円

（52.6％）の減収となり、90百万円の営業損失（前年同期は17百万円の営業損失）となりました。 

②オセアニア 

 オーストラリアにおきましては、在外子会社の業績が堅調に推移した結果、売上高は2,059百万円と前

年同期比1,185百万円（135.8％）の増収となり、営業利益は1,631百万円と前年同期比962百万円

（143.9％）の増益となりました。 

③その他地域 

 カナダにおきましては、営業損失０百万円となりました。 

・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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(1) 資産、負債、純資産の状況 

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は41,220百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,555百万円

(10.0%)の減少となりました。主な要因は、設備投資に伴う有形固定資産の増加913百万円、及び投資有価

証券の増加278百万円があったものの、受取手形及び売掛金が4,170百万円、現金及び預金が1,451百万円

減少したことなどによるものです。 

 負債合計は29,950百万円となり、前連結会計年度末に比べ6,784百万円(18.5％)の減少となりました。

主な要因は、短期借入金の減少3,496百万円、支払手形及び買掛金の減少2,099百万円及び流動負債その他

947百万円の減少などによるものです。 

 純資産合計は、11,269百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,229百万円(24.7%)の増加となりまし

た。主な要因は、当四半期純利益の計上等による株主資本の増加1,420百万円及び為替換算調整勘定の増

加等による評価・換算差額等の増加790百万円などによるものであります。 

  

（2）キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、営業活動により3,709百万円増加、投資

活動により996百万円、財務活動により4,403百万円減少し、現金及び現金同等物に係る換算差額335百万

円を加算した結果、7,041百万円となり、前年同期比1,087百万円（13.4％）の減少となりました。 

  

（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・フローは売上債権の減少による4,181百万円の加算、仕入債務の減少によ

る2,115百万円の減算などにより3,709百万円増加となり、前年同期比1,433百万円（63.0％）の増加とな

りました。 

  

（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・フローは連結子会社池島アーバンマイン㈱のプラント新設等による有形及

び無形固定資産の取得による支出1,153百万円などにより996百万円減少となり、前年同期比1,440百万円

（59.1％）の増加となりました。 

  

（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・フローは短期借入金の純額返済3,350百万円、長期借入金の返済735百万円

などの有利子負債の圧縮に努めたこと及び配当金の支払額185百万円などにより4,403百万円減少となり、

前年同期比3,059百万円（227.7％）減少いたしました。 

  

近の業績の動向を踏まえ、平成21年５月14日公表の第２四半期累計期間の業績予想数値を修正してお
ります。 
 予想に関する事項は、本日（平成21年８月12日）発表の「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、通期業績予想につきましては、第３四半期以降の事業環境が不透明であることから、平成21年５
月14日公表の予想値を据え置いております。今後、業績に重要な変動が見込まれる場合には、別途公表い
たします。 

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
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  該当事項はありません。 

  

① 棚卸資産の評価方法 

 当第１四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、前連結会計年度末の実

地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

 また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、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

見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

  

② 固定資産の減価償却の算定方法 

 定率法を採用している固定資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定

する方法によっております。 

  

③ 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、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。 

  

① 完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

 請負工事に係る収益の計上基準については、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関

する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）が当第１四半期連結会計期間から適用された

ことに伴い、当第１四半期連結会計期間に着手した工事から、進捗部分について成果の確実性が認めら

れる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については

工事完成基準を適用しております。 

 なお、当該変更が当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。 

  

② 在外子会社等の財務諸表項目の換算方法の変更 

 在外子会社等の収益及び費用については、前連結会計年度末より決算日の直物為替相場に変えて、期

中平均為替相場により円貨に換算する方法に変更したため、前第１四半期連結会計期間と当第１四半期

連結会計期間で円貨に換算する方法が異なっております。なお、前第１四半期連結累計期間に変更後の

換算方法を適用した場合、当該期間の売上高、営業利益、経常利益、税金等調整前四半期純利益及び四

半期純利益は、それぞれ88百万円、28百万円、18百万円、35百万円、27百万円増加することとなりま

す。 

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
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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：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,178 8,630

受取手形及び売掛金 4,734 8,904

商品及び製品 268 195

仕掛品 49 255

原材料及び貯蔵品 79 43

その他 1,042 1,258

貸倒引当金 △11 △18

流動資産合計 13,341 19,269

固定資産   

有形固定資産   

土地 13,840 13,825

その他（純額） 8,184 7,286

有形固定資産合計 22,025 21,112

無形固定資産 1,077 944

投資その他の資産   

投資有価証券 2,516 2,237

その他 2,545 2,496

貸倒引当金 △320 △320

投資その他の資産合計 4,741 4,412

固定資産合計 27,844 26,469

繰延資産 33 36

資産合計 41,220 45,775

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,735 4,835

短期借入金 5,860 9,357

未払法人税等 1,333 933

賞与引当金 106 66

その他 2,169 3,117

流動負債合計 12,206 18,309

固定負債   

社債 1,999 2,101

長期借入金 12,390 12,948

退職給付引当金 429 470

特別修繕引当金 4 3

事業整理損失引当金 32 32

その他 2,888 2,868

固定負債合計 17,744 18,425

負債合計 29,950 36,735
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,324 6,324

資本剰余金 3,972 3,972

利益剰余金 2,221 800

自己株式 △4 △4

株主資本合計 12,513 11,093

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 84 △101

繰延ヘッジ損益 56 △148

土地再評価差額金 451 451

為替換算調整勘定 △1,854 △2,255

評価・換算差額等合計 △1,262 △2,053

少数株主持分 18 －

純資産合計 11,269 9,040

負債純資産合計 41,220 45,775
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 28,592 15,210

売上原価 27,163 12,866

売上総利益 1,429 2,343

販売費及び一般管理費   

建材配送運賃及び口銭 13 19

人件費 300 329

福利厚生費 54 55

減価償却費 18 24

業務委託費 62 65

その他 328 307

販売費及び一般管理費合計 778 802

営業利益 650 1,540

営業外収益   

受取利息 61 24

受取配当金 8 10

為替差益 － 339

その他 16 22

営業外収益合計 86 396

営業外費用   

支払利息 104 93

持分法による投資損失 0 25

為替差損 239 －

その他 44 38

営業外費用合計 389 157

経常利益 348 1,779

特別利益   

投資有価証券売却益 375 18

補助金収入 － 559

その他 15 7

特別利益合計 391 585

特別損失   

減損損失 392 －

特別損失合計 392 －

税金等調整前四半期純利益 347 2,365

法人税、住民税及び事業税 241 653

法人税等調整額 84 △42

法人税等合計 326 611

少数株主利益 － 18

四半期純利益 20 1,735
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 347 2,365

減価償却費 115 169

減損損失 392 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △17 △7

賞与引当金の増減額（△は減少） 38 39

退職給付引当金の増減額（△は減少） △29 △41

その他の引当金の増減額（△は減少） 0 0

支払利息 104 93

受取利息及び受取配当金 △69 △34

為替差損益（△は益） 290 △662

投資有価証券売却損益（△は益） △375 △18

補助金収入 － △559

売上債権の増減額（△は増加） 4,721 4,181

たな卸資産の増減額（△は増加） △269 106

仕入債務の増減額（△は減少） △2,400 △2,115

その他 △87 86

小計 2,761 3,604

利息及び配当金の受取額 70 37

利息の支払額 △95 △84

損害賠償金の支払額 △225 －

補償損失の支払額 － △67

補助金の受取額 － 559

法人税等の支払額 △235 △340

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,275 3,709

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形及び無形固定資産の取得による支出 △1,369 △1,153

有形及び無形固定資産の売却による収入 0 －

投資有価証券の取得による支出 △1,056 △0

投資有価証券の売却による収入 － 18

貸付けによる支出 △6 △0

貸付金の回収による収入 2 24

その他 △6 113

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,436 △996

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 3,409 2,369

短期借入金の返済による支出 △3,200 △5,719

長期借入金の返済による支出 △1,174 △735

社債の償還による支出 △127 △127

配当金の支払額 △252 △185

その他 △0 △5

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,343 △4,403

現金及び現金同等物に係る換算差額 △443 335

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,948 △1,355

現金及び現金同等物の期首残高 10,076 8,396

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,128 7,041
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該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

  

 
(注) １ 事業区分は売上集計区分及び取扱商品の種類、市場の類似性によっております。 

 ２ 各業務の主要な業務 

 
  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

  

 
(注) １ 事業区分は売上集計区分及び取扱商品の種類、市場の類似性によっております。 

 ２ 各業務の主要な業務 

(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】

燃料事業 

(百万円)

建機材 

事業 

(百万円)

不動産 

事業 

(百万円)

スーパー

事業 

(百万円)

その他 

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 22,886 4,985 181 477 61 28,592 ― 28,592

(2) セグメント間の 

  内部売上高又は振替高
2 5 3 9 0 21 (21) ―

計 22,889 4,991 185 487 61 28,614 (21) 28,592

 営業費用 22,196 4,986 172 476 132 27,965 (23) 27,941

 営業利益又は営業損失(△) 692 4 12 10 △71 648 1 650

(1) 燃料事業……………… 海外炭、重油類等の販売、海上運送、倉庫業、揚炭業、資源開発のコンサル

タント業

(2) 建機材事業…………… 建材商品（生コン、セメント、砕石等）の販売、採石業、機器類等の製造・

仕入販売、機械部品の製作・修理請負、土木・建築総合請負

(3) 不動産事業…………… 分譲、貸ビル等の賃貸業

(4) スーパー事業………… 食料品、日用品全般の販売等

(5) その他事業…………… 「炭鉱技術移転事業」に沿った研修事業

燃料事業 

(百万円)

建機材 

事業 

(百万円)

不動産 

事業 

(百万円)

スーパー

事業 

(百万円)

その他 

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 12,380 2,127 131 471 99 15,210 ― 15,210

(2) セグメント間の 

  内部売上高又は振替高
2 56 3 2 ― 65 (65) ―

計 12,383 2,183 134 473 99 15,275 (65) 15,210

 営業費用 10,725 2,191 127 471 211 13,726 (57) 13,669

 営業利益又は営業損失(△) 1,658 △7 7 2 △111 1,548 (7) 1,540

(1) 燃料事業……………… 海外炭、重油類等の販売、海上運送、倉庫業、揚炭業、資源開発のコンサル

タント業

(2) 建機材事業…………… 建材商品（生コン、セメント、砕石等）の販売、採石業、機器類等の製造・

仕入販売、機械部品の製作・修理請負

(3) 不動産事業…………… 分譲、貸ビル等の賃貸業

(4) スーパー事業………… 食料品、日用品全般の販売等

(5) その他事業…………… 「炭鉱技術移転事業」に沿った研修事業、リサイクル業
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 ３ 「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 ２ 会計処理基準に関する事項の変

更」に記載の通り、在外子会社等の収益及び費用については、前連結会計年度末より決算日の直物為替相場

に変えて、期中平均為替相場により円貨に換算する方法に変更したため、前第１四半期連結累計期間と当第

１四半期連結累計期間で円貨に換算する方法が異なっております。なお、前第１四半期連結累計期間に変更

後の換算方法を適用した場合、前第１四半期連結累計期間の「燃料事業」の売上高が88百万円、営業費用が

59百万円、営業利益が28百万円それぞれ増加することとなります。 

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20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 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

 
  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４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 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

 
 ３ 「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 ２ 会計処理基準に関する事項の変

更」に記載の通り、在外子会社等の収益及び費用については、前連結会計年度末より決算日の直物為替相場

に変えて、期中平均為替相場により円貨に換算する方法に変更したため、前第１四半期連結累計期間と当第

１四半期連結累計期間で円貨に換算する方法が異なっております。なお、前第１四半期連結累計期間に変更

後の換算方法を適用した場合、前第１四半期連結累計期間の「オセアニア」の売上高が88百万円、営業費用

が59百万円、営業利益が28百万円それぞれ増加し、「その他の地域」の営業費用は０百万円増加し、営業損

失も同額増加することとなります。 

【所在地別セグメント情報】

日本 
(百万円)

オセアニア
(百万円)

その他の地域
(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 27,719 873 ─ 28,592 ― 28,592

(2) セグメント間の 
  内部売上高又は振替高

0 1,188 ─ 1,188 (1,188) ―

計 27,719 2,062 ─ 29,781 (1,188) 28,592

 営業費用 27,736 1,393 0 29,130 (1,188) 27,941

 営業利益又は営業損失(△) △17 668 △0 650 ─ 650

オセアニア…… オーストラリア

その他………… カナダ

日本 
(百万円)

オセアニア
(百万円)

その他の地域
(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 13,150 2,059 ─ 15,210 ― 15,210

(2) セグメント間の 
  内部売上高又は振替高

136 1,310 ─ 1,446 (1,446) ―

計 13,286 3,369 ─ 16,656 (1,446) 15,210

 営業費用 13,377 1,738 0 15,116 (1,447) 13,669

 営業利益又は営業損失(△) △90 1,631 △0 1,540 0 1,540

オセアニア…… オーストラリア

その他………… カナダ
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前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

 
(注) １ 地域は、地理的近接度により区分しております。 

 ２ 各区分に属する主な国は以下のとおりであります。 

 
 ３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国また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。 

  

【海外売上高】

オセアニア アジア 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 2,062 1 2,064

Ⅱ 連結売上高（百万円） ─ 15,210

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 13.56 0.01 13.57

オセアニア…… オーストラリア

アジア………… インドネシア

(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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