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(百万円未満切捨て)
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）

　(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 6,095 － 572 － 739 － 418 －

20年３月期第１四半期 5,780 △4.9 448 △28.4 569 △22.0 287 △28.5

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 9 07 ―

20年３月期第１四半期 6 14 ―

　(2) 連結財政状態

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 25,259 16,954 64.6 353 58

20年３月期 26,911 16,942 60.8 354 79
(参考) 自己資本 21年３月期第１四半期 16,310百万円 20年３月期 16,366百万円

2. 配当の状況

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 ― ７ 00 ― ７ 50 14 50

21年３月期 ― ― ― ― ―

21年３月期(予想) ― ７ 00 ― ７ 00 14 00
(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無

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)

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 14,500 － 1,550 － 1,700 － 1,000 － 21 68

通期 30,000 6.8 3,450 5.9 3,700 2.7 2,250 △2.7 48 78
(注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無
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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

　 [新規 － 社 (社名 )  除外 － 社 (社名 )]

(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）

　① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

　② ①以外の変更 ： 無

　 [(注) 詳細は、４～５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）
　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 46,165,505株 20年３月期 46,165,505株

　② 期末自己株式数

21年３月期第１四半期 35,823株 20年３月期 35,823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 46,129,682株 20年３月期第１四半期 46,804,219株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
　・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。

　・上記に記載した予想値は、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。実際の実績等は、業績の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
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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１四半期における経営環境は、サブプライムローン問題を背景とする金融市場の混乱ならびに、原油

や原材料価格の高騰などにより、国内外共に景気の先行きに不透明感を強めております。
このような状況のなか、当社グループは市場ごとのニーズをとらえ、有望市場の開拓・深耕に積極的に経

営資源を投入し、諸施策を実行してまいりました。
販売におきましては、新市場・新販路の拡大を図るために営業員の再配置を実施し、お客様密着型営業へ

の転換を図ってまいりました。
また、購入費の削減や生産工程の改善などの原価低減策の実行や固定費の変動費化を推進するなど経費削

減努力を実行してまいりました。
この結果、当第１四半期連結会計期間における業績は、売上高6,095百万円、営業利益572百万円、経常利

益739百万円、四半期純利益418百万円となりました。
製品別売上高は次の通りです。

製品別売上高 (単位:千円)
前第１四半期連結会計期間 当第１四半期連結会計期間

前年同期比増減
製品区分 平成19年4月1日～平成19年6月30日平成20年4月1日～平成20年6月30日

売上高 構成比 売上高 構成比 増減額 増減率

　圧縮機 2,738,279 47.3% 2,747,492 45.1% 9,212 0.3%
　真空機器 333,700 5.8% 396,703 6.5% 63,002 18.9%
　塗装機器 2,316,995 40.1% 2,273,770 37.3% △43,224 △1.9%
　塗装設備 391,356 6.8% 677,862 11.1% 286,505 73.2%

計 5,780,332 100.0% 6,095,828 100.0% 315,495 5.5%

【圧縮機製品】

 国内市場は、設備投資抑制の影響もあり低調に推移いたしました。海外市場では北米、インド、東アジア
などが好調に推移いたしました。
　この結果、売上高は2,747百万円となりました。

【真空機器製品】

国内市場は、理化学向け分野に加えOEM市場も概ね好調に推移いたしました。海外市場では米国は低調でし
たが、ロシアが好調に推移いたしました。
　この結果、売上高は396百万円となりました。

【塗装機器製品】

国内市場は、堅調に推移していた自動車業界の設備投資抑制の影響もあり、全体としては低調に推移しま
した。海外市場では、欧米ならびに中国などの新興エリアでスプレーガンの売上が伸長いたしました。
　この結果、売上高は2,273百万円となりました。

【塗装設備製品】

国内市場は、自動車の内外装部品及び建機部品向け塗装システムが売上の伸長に寄与いたしました。海外
市場では、中国の携帯電話塗装設備ユーザー様向けの塗料使用量削減効果を可能とするPSSロボット塗装シス
テムが売上伸長に寄与いたしました。
　この結果、売上高は677百万円となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報
当第１四半期連結会計期間末における総資産は25,259百万円となり、前連結会計年度末比1,652百万円の減

少となりました。このうち、流動資産は14,647百万円となり、前連結会計年度末比1,459百万円減少しまし
た。これは主に、「現金及び預金」並びに「受取手形及び売掛金」が減少したことなどによるものです。
  当第１四半期連結会計期間末における負債は8,304百万円となり、前連結会計年度末比1,665百万円の減少
となりました。これは主に、「支払手形及び買掛金」並びに「未払法人税等」などの減少によるものです。
  当第１四半期連結会計期間末における純資産は16,954百万円となり、前連結会計年度末比12百万円の増加
となりました。これにより自己資本比率は64.6%となり前連結会計年度末比3.8ポイントの改善となりました。
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また、当第1四半期連結会計期間のキャッシュ・フローにつきましては、営業活動による資金収支は399百
万円減少しました。その主な要因は売上債権が655百万円減少した一方、賞与引当金が340百万円減少、仕入
債務が332百万円減少、法人税等の支払額が541百万円発生したことなどによるものです。投資活動による資
金収支は31百万円の増加となりました。その主な要因は定期預金が75百万円減少したことなどによるもので
す。財務活動による資金収支は359百万円の減少となりました。その主な要因は配当金の支払を346百万円実
施したことなどによるものです。以上により、当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物残高は、
3,709百万円となりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報
通期の業績予想に関しましては、平成20年5月13日の決算発表時点と変更ありません。なお、実際の業績は

今後の様々な要因によって異なる可能性があります。

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)

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
①一般債権の貸倒見積高の算定方法

　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場合に、前
　 連結会計年度において算定した貸倒実績率等の合理的な基準を使用して一般債権の貸倒見積高
　 を算定しております。
②棚卸資産の評価方法

　四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し前連結会計年度に係
　 る実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。
　四半期連結会計期間末における棚卸資産の簿価切下げについては、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を採用しております。ま
　 た、営業循環過程から外れた棚卸資産については、著しい変化がないと認められる限り、前
　 連結会計年度末時点における処分見込価格により計上する方法を採用しております。
③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の減価償却費につきましては、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) 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。
②棚卸資産の評価基準及び評価方法の変更

　当第１四半期連結会計期間より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第９
　 号 平成18年７月５日)が適用されたことに伴い、主として先入先出法による原価法（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。
　 これによる、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響は、セグメント情報
　 に与える影響も含め軽微であります。
③リース取引に関する会計基準の適用

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会
　 計処理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成
　 ５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関
　 する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計
　 士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４月１日以後開始する連結
　 会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴い、当第
　 １四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理を行
　 うこととしております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減
　 価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用して
　 おります。 
　 なお、リース取引開始日が会計基準適用初年度開始前のリース取引で、所有権移転外ファイナ
　 ンス・リース取引と判定されたものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処
　 理を引き続き採用しております。
　 これによる当第１四半期連結会計期間の財務諸表への影響は、セグメント情報も含めて、ござ
　 いません。
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④「連結財務諸表における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

　当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する
　 当面の取扱い」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正
　 を行っております。 
　 これによる、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響は、セグメント情報
　 に与える影響も含め軽微であります。
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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 4,213,304 4,953,018

受取手形及び売掛金 5,665,012 6,436,586

製品 1,963,824 1,971,274

原材料 1,260,321 1,256,745

仕掛品 209,698 198,363

貯蔵品 72,615 69,641

繰延税金資産 393,554 589,997

その他 901,040 677,087

貸倒引当金 △31,572 △45,047

流動資産合計 14,647,800 16,107,668

固定資産

有形固定資産 5,659,955 5,745,354

無形固定資産 47,617 56,520

投資その他の資産

投資有価証券 3,232,921 3,139,835

繰延税金資産 658,662 775,433

その他 1,017,945 1,092,407

貸倒引当金 △5,255 △5,255

投資その他の資産合計 4,904,273 5,002,420

固定資産合計 10,611,847 10,804,296

資産合計 25,259,647 26,911,964

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,335,177 3,781,893

短期借入金 338,343 354,927

未払法人税等 56,628 535,584

賞与引当金 354,834 696,609

その他の引当金 157,340 181,356

その他 1,084,015 1,312,933

流動負債合計 5,326,339 6,863,303

固定負債

長期借入金 170,219 191,768

退職給付引当金 2,735,724 2,842,033

その他 72,367 72,714

固定負債合計 2,978,311 3,106,517

負債合計 8,304,650 9,969,821
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（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)

純資産の部

株主資本

資本金 3,354,353 3,354,353

資本剰余金 1,380,380 1,380,380

利益剰余金 11,307,672 11,231,456

自己株式 △22,109 △22,109

株主資本合計 16,020,296 15,944,080

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 565,351 437,912

為替換算調整勘定 △274,964 △15,666

評価・換算差額等合計 290,387 422,246

少数株主持分 644,312 575,816

純資産合計 16,954,996 16,942,142

負債純資産合計 25,259,647 26,911,964
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(2) 【四半期連結損益計算書】

（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 6,095,828

売上原価 3,577,342

売上総利益 2,518,486

販売費及び一般管理費 1,945,912

営業利益 572,574

営業外収益

受取利息及び配当金 31,939

為替差益 36,737

持分法による投資利益 68,657

その他 52,921

営業外収益合計 190,255

営業外費用

支払利息 13,097

その他 10,280

営業外費用合計 23,378

経常利益 739,451

特別利益

貸倒引当金戻入額 24,010

その他 2,349

特別利益合計 26,359

特別損失

たな卸資産評価損 47,419

その他 3,691

特別損失合計 51,110

税金等調整前四半期純利益 714,700

法人税、住民税及び事業税 59,072

法人税等調整額 231,364

法人税等合計 290,437

少数株主利益 5,859

四半期純利益 418,404
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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）

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)

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 714,700

減価償却費 136,461

貸倒引当金の増減額（△は減少） △11,456

賞与引当金の増減額（△は減少） △340,965

製品保証引当金の増減額（△は減少） 6,684

退職給付引当金の増減額（△は減少） △102,030

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △30,700

受取利息及び受取配当金 △31,939

支払利息 13,097

持分法による投資損益（△は益） 16,975

固定資産除売却損益（△は益） 1,957

売上債権の増減額（△は増加） 655,169

たな卸資産の増減額（△は増加） △89,017

仕入債務の増減額（△は減少） △332,747

未払消費税等の増減額（△は減少） 15,989

その他 △498,714

小計 123,462

利息及び配当金の受取額 31,939

利息の支払額 △13,097

法人税等の支払額 △541,671

営業活動によるキャッシュ・フロー △399,367

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加） 75,885

有形固定資産の取得による支出 △78,387

有形固定資産の売却による収入 13,201

貸付けによる支出 △400

貸付金の回収による収入 288

その他 20,954

投資活動によるキャッシュ・フロー 31,543

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） 2,099

長期借入金の返済による支出 △20,404

少数株主からの払込みによる収入 5,842

配当金の支払額 △346,319

少数株主への配当金の支払額 △594

財務活動によるキャッシュ・フロー △359,376

現金及び現金同等物に係る換算差額 △41,676

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △768,877

現金及び現金同等物の期首残高 4,375,261

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 103,336

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,709,720
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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。

(4) 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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(5) 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)

　当社および連結子会社は、販売市場、製品用途等の類似性から判断して同種・同系列の圧縮機、真空機器、

塗装機器及び塗装設備を専ら製造販売しているため、事業の種類別セグメント情報の記載をしておりません。

【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) （単位：千円）

日本 ヨーロッパ その他の地域 計 消去又は全社 連結

売上高

　(1) 外部顧客に
　 対する売上高

4,756,790 658,480 680,558 6,095,828 ― 6,095,828

　(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

518,857 34,139 25,538 578,535 (578,535) ―

計 5,275,647 692,619 706,096 6,674,364 (578,535) 6,095,828

営業利益 690,876 38,960 41,880 771,717 (199,143) 572,574

(注)１ 国または地域の区分は、地理的近接度によっております。
２  各区分に属する主な国または地域

（1）ヨーロッパ………イタリア・フランス・イギリス・スウェーデン・スペイン

（2）その他の地域……アメリカ・インド・中国・タイ・韓国

【海外売上高】

海外売上高および連結売上高に締める海外売上高の割合は次のとおりであります。

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)

ヨーロッパ アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 871,411 809,279 669,745 2,350,436

Ⅱ 連結売上高(千円) 6,095,828

Ⅲ 連結売上高に占める
　 海外売上高の割合(％)

14.3 13.3 11.0 38.6

(注)１ 国または地域の区分は、地理的近接度によっております。
２ 各区分に属する主な国または地域

（1）ヨーロッパ………イタリア・フランス・イギリス

（2）アジア……………中国・インド・韓国・タイ

（3）その他の地域……アメリカ・オーストラリア

３ 海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国または地域向けの売上高であります。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。
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「参考資料」

（1）(要約)前四半期連結損益計算書

科 目

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)

金額

Ⅰ 売上高 5,780,332

Ⅱ 売上原価 3,460,009

　 売上総利益 2,320,323

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,871,588

　 営業利益 448,735

Ⅳ 営業外収益

　受取利息 3,161

　受取配当金 20,948

　社宅寮等賃借料収入 592

　受取技術料 19,944

　保険金等収入 29

　持分法による投資利益 17,745

　為替差益 53,637

　その他 29,246

　 営業外収益合計 145,304

Ⅴ 営業外費用

　支払利息 18,431

　その他 6,004

　 営業外費用合計 24,435

　 経常利益 569,604

Ⅵ 特別利益 430

Ⅶ 特別損失

　固定資産除却損 2,714

　その他 10,834

　 特別損失合計 13,548

    税金等調整前四半期純利益 556,486

　  法人税、住民税及び事業税 32,627

　  法人税等調整額 238,728

    少数株主損益 △2,282

　  四半期純利益 287,412

― 12 ―

決算短信 2008年08月10日 11時13分 00550xe01_in 12ページ （Tess 1.10 20080626_01）



アネスト岩田㈱(6381)平成21年３月期 第１四半期決算短信

（2）(要約)前四半期連結キャッシュ・フロー計算書

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)

区分 金額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

　税金等調整前四半期(当期)純利益 556,486

　減価償却費 140,095

　貸倒引当金の増減額(減少△) 440

　賞与引当金の増減額(減少△) △354,411

　製品保証引当金の増減額(減少△) 5,571

　退職給付引当金の増減額(減少△) △102,183

　役員賞与引当金の増減額(減少△) △30,000

　受取利息及び受取配当金 △24,109

　支払利息 18,431

　持分法による投資損益（利益△） 66,820

　有形固定資産売却損 26

　有形固定資産除却損 2,714

　売上債権の増減額(増加△) 647,008

　たな卸資産の増減額(増加△) △252,496

　仕入債務の増減額(減少△) 169,748

　未払消費税等の増減額(減少△) △17,687

　その他 2,372

小計 828,827

　利息及び配当金の受取額 24,109

　利息の支払額 △18,431

　法人税等の支払額 △659,162

    営業活動によるキャッシュ・フロー 175,342

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

　定期預金の増減額（△増加） △268,736

　有形固定資産の取得による支出 △302,717

　有形固定資産の売却による収入 1,248

　投資有価証券の取得による支出 △273,500

　貸付金の回収による収入 352

　その他の投資収支（支出△） 2,734

    投資活動によるキャッシュ・フロー △840,618

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

　短期借入金の増減額(減少△) 18,614

　長期借入金の返済による支出 △25,339

　自己株式の純増減額（増加△） △241,839

  少数株主への株式の発行による収入 99,960

　配当金の支払額 △305,441

    財務活動によるキャッシュ・フロー △454,045

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 8,621

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（減少△）
△1,110,699

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 4,500,712

Ⅶ 新規連結に伴う現金同等物の増加 51,231

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高 3,441,245
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（3）前四半期セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

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)

　当社および連結子会社は、販売市場、製品用途等の類似性から判断して同種・同系列の圧縮機、真空機器、

塗装機器及び塗装設備を専ら製造販売しているため、事業の種類別セグメント情報の記載をしておりません。

【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)

日本 ヨーロッパ その他の地域 計 消去又は全社 連結

売上高

(1) 外部顧客に対する
売上高(千円)

4,706,929 667,787 405,615 5,780,332 ─ 5,780,332

(2) セグメント間の内部売
上高又は振替高(千円)

409,287 19,257 17,276 445,821 (445,821) ─

計 5,116,217 687,044 422,892 6,226,154 (445,821) 5,780,332

営業利益(千円) 491,029 61,834 19,667 572,531 (123,796) 448,735

(注) １．国または地域の区分は地理的近接度によっております。

２．日本以外の区分に属する主な国または地域

 (1)ヨーロッパ ・・・イタリア・フランス・イギリス・スウェーデン

 (2)その他の地域・・・アメリカ・インド・中国・韓国・タイ

【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)

ヨーロッパ アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 907,871 683,632 394,076 1,985,580

Ⅱ 連結売上高(千円) 5,780,332

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

15.7 11.8 6.8 34.4

(注) １．国または地域の区分は地理的近接度によっております。

２．日本以外の区分に属する主な国または地域

 (1)ヨーロッパ ・・・イタリア・フランス・イギリス

 (2)アジア      ・・・中国・韓国・タイ

 (3)その他の地域・・・アメリカ・オーストラリア

３．海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国または地域向けの売上高であります。
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