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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第1四半期 4,030 ― 996 ― 1,060 ― 778 ―

20年3月期第1四半期 4,007 41.5 858 36.9 893 40.9 1,047 61.8

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

21年3月期第1四半期 40.50 ―

20年3月期第1四半期 54.52 ―

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

21年3月期第1四半期 10,430 8,627 82.7 449.05
20年3月期 10,181 7,850 77.1 408.58

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  8,627百万円 20年3月期  7,850百万円

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

20年3月期 ― ― ― 0.00 0.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 27.00 27.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21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 8,400 △9.2 1,200 △32.5 1,200 △32.3 800 △65.2 41.64
通期 20,000 14.8 3,000 10.4 3,000 13.0 1,700 △41.4 88.48

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、6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、6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. 平成20年5月14日に公表いたしました連結業績予想は、第2四半期連結累計期間の業績予想を本資料において修正しております。 
2. 上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異
なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、4ページ【定性的情報・財務諸表等】3.連結業績予想に
関する定性的情報をご覧ください。 
3. 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  19,214,000株 20年3月期  19,214,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  407株 20年3月期  407株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  19,213,593株 20年3月期第1四半期  19,213,668株
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（参考）平成21年３月期の個別業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年同四半期増減率） 

 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２四半期累計
期間 

8,000 △5.5 1,200 △37.7 1,200 △37.5 800 △67.4 41 64

通     期 19,000 17.2 2,900 △5.2 2,900 △2.8 1,600 △51.3 83 27
（注）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 有 
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  【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 

 当第1四半期におけるわが国経済は、原油価格の高騰により物価の上昇傾向が続き、平成20年5月

の全国消費者物価指数は前年同月比1.5％上昇と10年ぶりの高水準になるなど、個人消費の取り巻く

環境は厳しさを増しつつあります。 

  そのような不安定要因の状況下においても当社の属するエンターテインメント産業は、据え置き

型・携帯型ゲーム機の販売が総じて好調に推移しており、また今後発売される新作ソフトの期待感

もあり、業績が今後も順調に推移するものと期待されております。また「メディアとコンテンツの

コラボレーション」によるゲーム業界の構造変化をにらみ、各機種の特長を活かした様々なモバイ

ル向けコンテンツの提供機会が増大し、今後も市場規模の拡大が期待されております。 

  この状況下において当社グループ（当社及び当社子会社）は、ネットワーク・コンテンツ関連事

業では主に「ｉモード」「EZweb」「Yahoo!ケータイ」向けへのゲームコンテンツ配信が前期に引き

続き順調に推移し、また音楽映像コンテンツは既存コンテンツに加え新規原盤事業も一部収益に貢

献した結果、対前年同期を下回るものの堅調に推移いたしました。コンシューマ・コンテンツ関連

事業では、新作ゲームソフトが収益に貢献し対前年同期を上回り順調に推移いたしました。 

 以上の結果、第１四半期連結累計期間売上高は40億30百万円（前年同期間比0.6％増）、営業利益

は９億96百万円（前年同期間比16.1％増）、経常利益は10億60百万円（前年同期間比18.6％増）、

四半期純利益は７億78百万円（前年同期間比25.7％減）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ネットワーク・コンテンツ関連事業 

 当社は、モバイル端末向けコンテンツの制作・販売・受託事業において、「ｉモード」「EZweb」

「Yahoo!ケータイ」の主要3キャリア向けにゲーム及び音楽映像コンテンツの配信を行っております。 

ゲームコンテンツでは、当社の主力コンシューマ・タイトルである「桃太郎電鉄」シリーズがモ

バイル端末向けでも好調で、収益に貢献いたしました。また人気漫画を素材にした「CROWS×

WORST」や「着信☆あぷり♪」も同様に収益が順調に推移いたしました。 

音楽映像コンテンツでは、着信メロディサイト「取り放題￥100」、着うたサイト「着信★うた

♪」が市場動向の影響を受けて減少傾向にありつつも堅調に推移し、収益に貢献いたしました。ま

た、着うたフルサイト「着信★うた♪フル」についても、着信メロディ・着うたサイトとの連動に

より顧客サービスを充実させた結果、堅調に推移しております。音楽原盤事業では、本年3月に設立

した新音楽レーベル「HUDSON MUSIC ENTERTAINMENT」から本年5月にリリースしたタイトルが順調

な販売となり、収益に貢献いたしました。 

その他のコンテンツの制作では、他社ブランドの受託制作が順調に推移いたしました。 

 以上の結果、当事業部門の売上高は17億67百万円（前年同期間比15.0％減）、営業利益は５億91

百万円（前年同期間比14.1％増）となりました。 

 

②コンシューマ・コンテンツ関連事業 

  自社ブランドによる家庭用ゲーム機向けコンテンツの制作・販売事業においては、本年3月に発売

したWii向け「デカスポルタ」の販売が好調で、国内累計販売本数が22万本に達しました。「デカス

ポルタ」についてはワールドワイドに販売展開を行い、北米向けでは販売本数が19万本、欧州向け

の販売本数が11万本に達し収益に貢献いたしました。その他タイトルとしては昨年4月に発売したニ

ンテンドーDS向け「桃太郎電鉄DS～TOKYO&JAPAN」が堅調な販売を続け、更に当期国内向け発売タイ

トルのニンテンドーDS向け「数独DS ニコリの“SUDOKU”決定版」、Wii向け「Wi-Fi対応 厳選テ

ーブルゲームWii」や、既存タイトルのリピート版も順調に推移いたしました。 

  ダウンロードビジネスとしては、米国の100％子会社Hudson Entertainment,Inc．が展開をしてい

るXbox360向けの「Bomberman Live®」が、昨年7月の米国からの配信開始以来33万ダウンロードを突

破しており順調に推移いたしました。またWii向けのダウンロードサービスである「バーチャルコン

ソール」も随時タイトルを配信し、順調に推移しております。 

  受託制作においても、人気シリーズコンテンツが好調で、収益に貢献いたしました。 

この結果、当事業部門の売上高は22億41百万円（前年同期間比17.4％増）、営業利益は６億85百万

円（前年同期間比12.5％増）となりました。 
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③その他事業 

 その他事業におきましては、他社からのデバッグ受託業務が大半を占めております。 

この結果、売上高は21百万円（前年同期間比7.3％増）、営業損失は１百万円（前年同期間は467千

円の損失）となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 第１四半期連結会計期間末における総資産は104億30百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億

48百万円の増加となりました。主な要因としては、現金及び預金の増加1億6百万円、仕掛品および

コンテンツの増加3億87百万円、その他流動資産の増加3億20百万円、売掛金の減少5億41百万円に

よるものです。また純資産は86億27百万円となり、前連結会計年度末に比べ7億77百万円の増加と

なりました。主な要因としては、利益剰余金の増加7億78百万円によるものです。 
 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 当第1四半期連結累計期間の営業成績は順調に推移し、売上高、営業利益、経常利益ともに計画

通り進捗しておりますが、前連結会計年度末において税務上の繰越欠損金が解消したことにより、

税金等調整前四半期純利益に対する税金費用の見直しを行った結果、第2四半期連結累計期間の業

績予想を修正いたしました。 

 

第 2 四半期連結累計期間業績予想数値の修正（平成 20 年 4 月 1日～平成 20 年 9 月 30 日） 

                                                                       （単位：百万円、％） 

 売 上 高 営業利益 経常利益 四半期純利益 
１株当たり 

四半期純利益 

前回発表予想（Ａ） 8,400 1,200 1,200 1,100 57.25円 

今回修正予想（Ｂ） 8,400 1,200 1,200 800 41.64円 

増減額（Ｂ－Ａ） 0 0 0 △300 － 

増減率（％） 0.0 0.0 0.0 △27.3 － 

（ご参考） 

前第 2四半期連結累計期間実績 

（平成20年3月期第2四半期累計期間） 

9,252 1,778 1,773 2,301 119.76円 

 

※上記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当社が判断したものであります。

実際の業績は、今後の様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 
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（参考）第2四半期累計期間業績予想数値の修正（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 当第1四半期累計期間の営業成績は順調に推移し、売上高、営業利益、経常利益ともに計画通り進捗し

ておりますが、前年度末において税務上の繰越欠損金が解消したことにより、税引前四半期純利益に対

する税金費用の見直しを行った結果、第2四半期累計期間の業績予想を修正いたしました。 

（単位：百万円、％） 

 売 上 高 営業利益 経常利益 四半期純利益 
１株当たり 

四半期純利益 

前回発表予想（Ａ） 8,000 1,200 1,200 1,100 57.25円 

今回修正予想（Ｂ） 8,000 1,200 1,200 800 41.64円 

増減額（Ｂ－Ａ） 0 0 0 △300 － 

増減率（％） 0.0 0.0 0.0 △27.3 － 

（ご参考） 

前第 2四半期累計期間実績 
（平成 20 年 3 月期第 2 四半期累計期間） 

8,463 1,927 1,919 2,453 127.69円 

 

※上記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当社が判断したものでありま

す。実際の業績は、今後の様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 
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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） 

該当事項はありません。 
 

(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 

  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を適用しております。 

 

(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 

① 当連結会計年度より「四半期連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び 

「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14条）を適用しており

ます。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 

② 当第1四半期連結会計期間よりたな卸資産については「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企

業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第9号）を適用しており、評価基準は従来の

移動平均法による原価法から、移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

 なお、この変更による営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微で

あります。 
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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１四半期 
連結会計期間末 

(平成20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20年３月31日) 

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金 3,955,620  3,849,076

  売掛金 2,733,323  3,275,005

  商品 4,471  2,434

  製品 6,023  17,668

  コンテンツ 77,624  20,838

  原材料 26,712  26,162

  仕掛品 1,439,666  1,109,208

  その他 1,266,303  945,966

  貸倒引当金 △3,293  △14,655

  流動資産合計 9,506,452  9,231,704

 固定資産  

  有形固定資産 342,670  352,841

  無形固定資産 95,688  102,549

  投資その他の資産 485,957  494,767

  固定資産合計 924,315  950,157

 資産合計 10,430,768  10,181,862
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当第１四半期 
連結会計期間末 

(平成20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20年３月31日) 

負債の部  

 流動負債  

  買掛金 77,704  54,187

  未払法人税等 351,534  197,983

  製品廃棄損失引当金 11,422  11,422

  その他 847,537  1,558,885

  流動負債合計 1,288,198  1,822,479

 固定負債  

  退職給付引当金 514,477  508,896

  その他 220  220

  固定負債合計 514,697  509,116

 負債合計 1,802,896  2,331,596

純資産の部  

 株主資本  

  資本金 5,064,276  5,064,276

  資本剰余金 3,656,643  3,656,643

  利益剰余金 △25,872  △804,079

  自己株式 △363  △363

  株主資本合計 8,694,683  7,916,475

 評価・換算差額等  

  繰延ヘッジ損益 －  △748

  為替換算調整勘定 △66,810  △65,460

  評価・換算差額等合計 △66,810  △66,209

 純資産合計 8,627,872  7,850,266

負債純資産合計 10,430,768  10,181,862

 

(単位：千円)
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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:千円) 

  
当第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) 

売上高  4,030,998

売上原価  2,090,462

売上総利益  1,940,535

販売費及び一般管理費  943,712

営業利益  996,822

営業外収益  

 受取利息  34

 為替差益  57,464

 その他  7,735

 営業外収益合計  65,233

営業外費用  

 その他  1,517

 営業外費用合計  1,517

経常利益  1,060,538

特別利益  

 貸倒引当金戻入益  6,963

 特別利益合計  6,963

税金等調整前 
四半期純利益 

 1,067,502

法人税、住民税 
及び事業税 

 331,900

法人税等調整額  △42,605

四半期純利益  778,207

 

 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務

諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四

半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 

 

 (3) 継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 
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(4) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

当第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） 

 

 

ネットワーク・
コンテンツ関連

事業 

(千円) 

コンシューマ・
コンテンツ関連

事業 

(千円) 

その他事業

(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 1,767,712 2,241,370 21,915 4,030,998 －  4,030,998

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－ － － － －  －

計 1,767,712 2,241,370 21,915 4,030,998 －  4,030,998

営業利益（△営業損失） 591,576 685,107 △1,616 1,275,067 （278,244） 996,822

(注) 1. 事業区分の方法 

     事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

   2. 各事業の主な製品 

(1) ネットワーク・コンテンツ関連事業…… ①携帯電話等のモバイル端末向けエンターテインメント・コ
ンテンツの制作・販売・受託等 

②インターネット上でのオンラインゲーム等のエンターテイ
ンメント・コンテンツの制作・販売・受託等 

(2) コンシューマ・コンテンツ関連事業…… ①自社ブランドによる家庭用ゲームソフト及び周辺機器 
の制作・販売、玩具等の制作・販売、版権許諾等 

 ②他社ブランドの家庭用ゲームソフトの制作受託等 
 ③ 新テクノロジーの研究・技術開発（Ｒ＆Ｄ）事業、 

家庭用ゲーム機向け開発支援システム・ツール・半導体等
の開発・販売等 

(3) その他事業………………………………… 上記事業に属さない製・商品の開発・販売、版権許諾等 
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【所在地別セグメント情報】 

 

当第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） 

 

 
日本 

(千円) 

北米 

(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 3,618,871 412,127 4,030,998 －  4,030,998

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 

28,515 － 28,515 （28,515） －

計 3,647,386 412,127 4,059,513 （28,515） 4,030,998

営業利益 1,209,862 64,863 1,274,725 （277,903） 996,822

(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 

   北米……アメリカ合衆国 

 

【海外売上高】 

 

当第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） 

 

 北米 欧州 アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 972,344 203,407 2,450 94 1,178,298

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － － 4,030,998

Ⅲ 連結売上高に占める海外
売上高の割合（％） 

24.1 5.0 0.1 0.0 29.2

(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) 北米……アメリカ合衆国 

(2) 欧州……ドイツ連邦共和国、フランス共和国、ギリシャ共和国、グレートブリテン及び北アイルラン

ド連合共和国（イギリス） 

(3) アジア……台湾、シンガポール共和国 

(4) その他……イスラエル国 

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。 

 

 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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（参考資料） 

前四半期にかかる財務諸表 

1.四半期連結損益計算書 
 

前第1四半期 
連結累計期間 

自 平成19年 4月 1日
至 平成19年 6月30日

科目 

金額（千円） 

 

Ⅰ 売上高 4,007,775

Ⅱ 売上原価 1,866,679

   売上総利益 2,141,095

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,282,732

   営業利益 858,363

Ⅳ 営業外収益 

１ 受取利息 42

２  受取配当金 2,454

３ 為替差益 26,624

４  賃貸料収入 4,726

５  持分法による投資利益 2,553

６  その他 512

営業外収益合計 36,913

Ⅴ 営業外費用 

１  支払利息 －

２  為替差損 －

３  原状回復費 363

４  その他 1,004

営業外費用合計 1,368

  経常利益 893,908

Ⅵ 特別利益 

１  貸倒引当金戻入益 14,265

２  和解金 140,000

３  その他 1,955

特別利益合計 156,220

Ⅶ 特別損失 

１ 固定資産売却損 －

２  固定資産除却損 86

３  その他 －

特別損失合計 86

税金等調整前 
四半期純利益       

1,050,043

   法人税、住民税 
   及び事業税 

3,132

   法人税等調整額 △630

  四半期純利益 1,047,540
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2.セグメント情報 

(1) 事業の種類別セグメント情報 

前第1四半期間連結累計期間(自 平成19年 4月 1日 至 平成19年 6月30日) 

（単位：千円） 

 
ネットワーク
・コンテンツ
関連事業 

コンシューマ
・コンテンツ
関連事業 

その他事業 計 
消去 

又は全社 
連結 

Ⅰ 売上高及び営業損益   

  売上高   

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高 

2,078,955 1,908,400 20,418 4,007,775 ― 4,007,775

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

― ― ― ― ― ―

計 2,078,955 1,908,400 20,418 4,007,775 ― 4,007,775

  営業費用 1,560,600 1,299,162 20,886 2,880,650 268,761 3,149,411

  営業利益（△営業損失） 518,354 609,238 △467 1,127,125 (268,761) 858,363

 (注)1. 事業区分の方法 

     事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

   2. 各事業の主な製品 

(1) ネットワーク・コンテンツ関連事業……  ①携帯電話等のモバイル端末向けエンターテインメント・コンテ

ンツの制作・販売・受託等 

②インターネット上でのオンラインゲーム等のエンターテインメ

ント・コンテンツの制作・販売・受託等 

(2) コンシューマ・コンテンツ関連事業……  ①自社ブランドによる家庭用ゲームソフト及び周辺機器の制作・

販売、玩具等の制作・販売、版権許諾等 

 ②他社ブランドの家庭用ゲームソフトの制作受託等 

 ③ 新テクノロジーの研究・技術開発（Ｒ＆Ｄ）事業、家庭用ゲ

ーム機向け開発支援システム・ツール・半導体等の等の開発・

販売等 

(3) その他事業………………………………… 上記事業に属さない製・商品の開発・販売、版権許諾等 

3. 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、当社の総務部門等管理部門にかかる

費用であります。 
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（2） 所在地別セグメント情報 

前第1四半期連結累計期間(自 平成19年 4月 1日 至 平成19年 6月30日) 

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

 

 

（3） 海外売上高 

 前第1四半期連結累計期間(自 平成19年 4月 1日 至 平成19年 6月30日) 

（単位：千円） 

 北米 欧州 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高 374,616 26,818 3,275 404,711

Ⅱ 連結売上高  4,007,775

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
9.3 0.7 0.1 10.1

(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) 北米……アメリカ合衆国 

(2) 欧州……ドイツ連邦共和国、フランス共和国、ギリシャ共和国、グレートブリテン及び北アイ 

ルランド連合王国（イギリス・アイルランド） 

(3) アジア…中華人民共和国、シンガポール共和国 

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。 
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