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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 10,096 ― 1,588 ― 1,946 ― 1,185 ―

20年3月期第1四半期 10,516 5.9 2,359 26.7 2,531 40.1 1,750 42.9

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 44.77 ―

20年3月期第1四半期 66.13 ―

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 49,170 39,093 78.1 1,450.11
20年3月期 48,938 39,140 78.5 1,450.87

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  38,382百万円 20年3月期  38,402百万円

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  

（注）平成20年３月期の期末配当金の内訳は、普通配当30円、記念配当55円です。  

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 ― 30.00 ― 85.00 115.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 45.00 ― 45.00 90.00

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  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

第2四半期連結累計期間 21,000 ― 3,400 ― 3,500 ― 2,400 ― 90.67
通期 43,500 △4.1 7,000 △21.3 7,300 △15.0 4,700 △23.8 177.57

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、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） 

（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。  

(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日に公表しました連結業績予想は、第２四半期連結累計期間、通期とも本資料において変更はありません。 
２．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している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。 
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）および「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います。  

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  28,464,000株 20年3月期  28,464,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  1,995,277株 20年3月期  1,995,257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  26,468,733株 20年3月期第1四半期  26,468,910株
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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

（１）業績の概況

①　PWB（プリント配線板）用部材の販売状況

・PWB用部材の販売数量は前期第４四半期において足踏み状態となっていましたが、当第１四半期では回復傾向

で推移し前年同期を上回りました。引き続き中国市場の高い成長が牽引役となりました。

・「PKG（パッケージ）基板用およびフレキシブル基板用部材」の販売は需要の回復が遅れ、盛り上がりに欠け

ました。

・PWB用部材の売上高は現地通貨ベースでは概ね順調でしたが、大幅な円高のマイナス影響を受け最終的には

7,877百万円と前年同期比減収になりました。

②　FPD（フラットパネル・ディスプレイ）用部材の販売状況

・FPD用部材、特にPDP（プラズマディスプレイ・パネル）用部材の販売数量は前年同期を上回りましたが、平

均販売単価は円高影響などにより低下しました。これらによりFPD用部材の売上高は1,914百万円と前年同期並

みになりました。

③　利益面の状況と業績結果

・売上と費用の外貨建比率の差により、当社の場合、円高は営業利益率の低下要因になります。このため前年

同期に比べ大幅に円高が進行した結果、営業利益率は15.7％と前年同期の22.4％を下回りました。

・この結果、売上高は10,096百万円（前年同期比4.0％減）、営業利益は1,588百万円（前年同期比32.7％減）、

四半期純利益は1,185百万円（前年同期比32.3％減）となりました。

 
前第１四半期

（百万円）

当第１四半期

（百万円）

増減額

（百万円）

増減率

（％）

売上高 10,516 10,096 △419 △4.0

営業利益 2,359 1,588 △771 △32.7

経常利益 2,531 1,946 △584 △23.1

四半期純利益 1,750 1,185 △565 △32.3

　（製品品目区分による販売実績）

 
前第１四半期

（百万円）

当第１四半期

（百万円）

増減額

（百万円）

増減率

（％）

リジッド基板用部材 － 6,004 － －

PKG基板用および

フレキシブル基板用部材
－ 1,567 － －

ビルドアップ基板用部材 － 305 － －

FPD用部材 － 1,914 － －

その他 － 278 － －

合　計 － 10,071 － －

（注）１．上記の金額には、特許売上は含まれていません。

２．上記の金額には、消費税等は含まれていません。

３．前第１四半期においては製品品目区分による販売実績は開示していません。

（２）所在地別セグメントの状況

①　日本

・日本国内に所在する連結会社は太陽インキ製造㈱です。

・販売面については、リジッド基板用部材のアジア向け輸出を中心として製品売上が減少しましたが、親会社・

子会社間の資材売上等が増加しました。

・収益面については、大幅な円高影響や資材売上構成比率の拡大などにより営業利益率が6.2％と前年同期の

10.6％を下回りました。

・この結果、日本の所在地別売上高は6,013百万円（前年同期比0.8％減）、営業利益は370百万円（前年同期比

42.3％減）となりました。
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②　アジア

・アジアに所在する連結会社は、生産販売子会社３社（台湾太陽油墨股份有限公司、韓国タイヨウインキ㈱、

太陽油墨（蘇州）有限公司）および販売子会社２社（TAIYO INK INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE LTD、TAIYO 

INK INTERNATIONAL（HK）LIMITED）です。

・PWB用部材の販売数量は中国市場で引き続き高い成長を維持し、ASEAN市場および韓国市場でも順調でした。

現地通貨ベースではすべての連結会社で増収となりました。

・大幅な円高の中で、円建ての原材料輸入などが各社の採算にマイナス影響を与えました。また、中国市場を

中心として低価格品の売上構成比率の拡大もあり営業利益率は低下しました。

・この結果、アジアの所在地別売上高は6,689百万円（前年同期比4.1％減）、営業利益は1,159百万円（前年同

期比30.6％減）となりました。

③　北米

・北米に所在する連結会社は生産販売子会社　TAIYO AMERICA, INC.です。

・担当する米国および欧州市場における同社の販売数量は横這いで推移しましたが、大幅な円高により円換算

の業績では、売上高340百万円（前年同期比7.5％減）、営業利益49百万円（前年同期比17.8％減）となりまし

た。

２．連結財政状態に関する定性的情報

（１）資産、負債および純資産の状況

 
前期末

（百万円）

当四半期末

（百万円）

増減額

（百万円）
大口要因（前期末との比較）

流動資産 31,075 31,130 55

現金及び預金約△４億円、受取手形及び売掛

金約＋６億円、原材料約＋５億円、その他に

含まれる未収消費税等約△３億円

固定資産 17,863 18,040 176
無形固定資産に含まれるソフトウェア仮勘定

約＋１億円

　資産合計 48,938 49,170 232  

負債合計 9,798 10,077 279
支払手形及び買掛金約△４億円、賞与引当金

約＋２億円、繰延税金負債約＋２億円

純資産合計 39,140 39,093 △46
利益剰余金約△12億円、為替換算調整勘定約

＋11億円

　負債純資産合計 48,938 49,170 232  

（２）キャッシュ・フローの状況

 
前四半期

（百万円）

当四半期

（百万円）

増減額

（百万円）
大口要因（当四半期の内容）

営業活動による

キャッシュ・フロー
2,214 1,723 △491

税引前四半期純利益約＋19億円、減価償却費

約＋３億円、法人税等の支払額約△５億円

投資活動による

キャッシュ・フロー
601 494 △106 定期預金の減少による収入約＋８億円

財務活動による

キャッシュ・フロー
△1,147 △2,317 △1,170 配当金の支払額約△22億円

現金及び現金同等物

の増減額
1,979 183 △1,795  

現金及び現金同等物

の四半期末残高
12,077 13,290 1,212  
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３．連結業績予想に関する定性的情報

平成21年３月期の連結業績予想につきましては、平成20年５月14日に発表しました予想から変更はありません。

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　簡便な会計処理

（たな卸資産の評価方法）

　当第１四半期連結会計期間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方法により算定する方法によっております。

（繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法）

　繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、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・

プランニングを利用する方法によっております。

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）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　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による原価法によっておりま

したが、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。

　これにより、従来の方法によった場合に比べて、営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益は、

それぞれ18百万円減少しております。

　なお、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。

③　「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。

　これにより、従来の方法によった場合に比べて、営業利益は17百万円、経常利益は15百万円、税金等調整前

四半期純利益は11百万円それぞれ増加しております。

　なお、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。

（追加情報）

　平成20年度の法人税法改正に伴い、当社の機械装置については、当第１四半期連結会計期間より耐用年数の

短縮を行っております。

　これにより、従来の方法によった場合に比べて、営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益は、

それぞれ６百万円減少しております。

　なお、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。
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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 16,017 16,440

受取手形及び売掛金 10,087 9,532

有価証券 0 0

商品 31 0

製品 2,057 2,247

原材料 2,164 1,709

仕掛品 214 207

その他 827 1,195

貸倒引当金 △269 △256

流動資産合計 31,130 31,075

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※2  8,579 ※2  8,545

その他（純額） 7,362 7,353

有形固定資産合計 ※1  15,942 ※1  15,899

無形固定資産   

のれん 114 124

その他 407 318

無形固定資産合計 522 442

投資その他の資産 ※3  1,575 ※3  1,520

固定資産合計 18,040 17,863

資産合計 49,170 48,938

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,503 5,898

未払法人税等 789 748

賞与引当金 469 308

役員賞与引当金 18 80

その他 1,286 924

流動負債合計 8,067 7,959

固定負債   

退職給付引当金 446 441

役員退職慰労引当金 92 88

その他 1,471 1,308

固定負債合計 2,010 1,839

負債合計 10,077 9,798



（単位：百万円）

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 6,134 6,134

資本剰余金 7,102 7,102

利益剰余金 31,359 32,519

自己株式 △6,137 △6,137

株主資本合計 38,458 39,618

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 197 133

為替換算調整勘定 △273 △1,348

評価・換算差額等合計 △76 △1,215

少数株主持分 710 737

純資産合計 39,093 39,140

負債純資産合計 49,170 48,938



（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）

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 10,096

売上原価 6,745

売上総利益 3,351

販売費及び一般管理費 ※1  1,763

営業利益 1,588

営業外収益  

受取利息 56

受取配当金 33

為替差益 232

その他 40

営業外収益合計 362

営業外費用  

支払利息 2

その他 1

営業外費用合計 4

経常利益 1,946

特別利益  

固定資産売却益 1

貸倒引当金戻入額 3

特別利益合計 4

特別損失  

固定資産除売却損 0

投資有価証券評価損 57

損害賠償金 40

特別損失合計 98

税金等調整前四半期純利益 1,853

法人税、住民税及び事業税 524

法人税等調整額 98

法人税等合計 623

少数株主利益 44

四半期純利益 1,185



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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 1,853

減価償却費 333

投資有価証券評価損益（△は益） 57

賞与引当金の増減額（△は減少） 158

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △62

受取利息及び受取配当金 △89

支払利息 2

損害賠償損失 40

売上債権の増減額（△は増加） △120

たな卸資産の増減額（△は増加） △166

仕入債務の増減額（△は減少） △554

未払消費税等の増減額（△は減少） 313

その他 346

小計 2,113

利息及び配当金の受取額 94

利息の支払額 △2

法人税等の支払額 △482

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,723

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） 804

有形固定資産の取得による支出 △209

貸付けによる支出 △13

その他 △86

投資活動によるキャッシュ・フロー 494

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △2,249

少数株主への配当金の支払額 △67

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,317

現金及び現金同等物に係る換算差額 283

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 183

現金及び現金同等物の期首残高 13,106

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  13,290



　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。

（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）

当社グループは主としてPWB用ソルダーレジスト等の製造・販売を営んでおり、事業区分が単一セグメントの

ため、事業の種類別セグメントの開示を行っていません。

【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：百万円）

日　本 アジア 北　米 合　計 消去又は全社 連　結

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 3,075 6,686 334 10,096 - 10,096

(2)セグメント間の内部売上

又は振替高
2,938 3 5 2,946 △2,946 -

計 6,013 6,689 340 13,043 △2,946 10,096

営業利益 370 1,159 49 1,579 8 1,588

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しています。

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりです。

(1) 北米………米国

(2) アジア……韓国、台湾、中国、香港、シンガポール

３．会計方針の変更

（たな卸資産の評価に関する会計基準）

「四半期連結財務諸表作成にかかる会計処理の原則・手続、表示方法等の変更」に記載のとおり、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）

を適用しています。これにより、従来の方法によった場合に比べて、「日本」の営業利益が18百万円減少し

ています。

（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）

「四半期連結財務諸表作成にかかる会計処理の原則・手続、表示方法等の変更」に記載のとおり、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）を適用しています。これにより、従来の方法によった場合に比べて、

「アジア」の営業利益が17百万円増加しています。

４．追加情報

（有形固定資産の耐用年数の変更）

「四半期連結財務諸表作成にかかる会計処理の原則・手続、表示方法等の変更」に記載のとおり、平成20

年度の法人税法改正に伴い、当社の機械装置については、当第１四半期連結会計期間より耐用年数の短縮を

行っています。これにより、従来の方法によった場合に比べて、「日本」の営業利益が６百万円減少してい

ます。

－ 1 －



【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）

（単位：百万円）

 北　米 アジア ヨーロッパ・他 計

Ⅰ　海外売上高 305 7,382 41 7,729

Ⅱ　連結売上高 － － － 10,096

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高

の割合（％）
3.0 73.2 0.4 76.6

　（注）１．地域は、地理的近接度により区分しています。

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりです。

(1) 北米………………米国、カナダ

(2) アジア……………韓国、台湾、中国、香港、タイ等

(3) ヨーロッパ・他…フランス、スペイン等

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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６．その他情報

（１）注記事項

（四半期連結貸借対照表関係）

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
（平成20年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、14,870百万円で

あります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、14,372百万円で

あります。

※２　圧縮記帳額

　国庫補助金の受入れにより、下記の圧縮記帳額

を当該資産の取得価額から控除しております。

建物及び構築物 8百万円

※２　圧縮記帳額

　国庫補助金の受入れにより、下記の圧縮記帳額

を当該資産の取得価額から控除しております。

建物及び構築物 8百万円

※３　投資その他の資産から直接控除している貸倒引当金

は、155百万円であります。

※３　投資その他の資産から直接控除している貸倒引当金

は、148百万円であります。

（四半期連結損益計算書関係）

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）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

貸倒引当金繰入額 11百万円

賞与引当金繰入額 85

役員賞与引当金繰入額 18

役員退職慰労引当金繰入額 4

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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）

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成20年６月30日現在）

現金及び預金勘定 16,017百万円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
2,727

現金及び現金同等物 13,290

－ 3 －



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 10,516

Ⅱ　売上原価 6,431

売上総利益 4,084

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,725

営業利益 2,359

Ⅳ　営業外収益 186

Ⅴ　営業外費用 14

経常利益 2,531

Ⅵ　特別利益 32

Ⅶ　特別損失 3

税金等調整前四半期純利益 2,560

法人税、住民税及び事業税 768

法人税等調整額　 △27

少数株主利益 69

四半期純利益 1,750
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前前四半期純利益 2,560

減価償却費 370

売上債権の増減額（△増加） 421

たな卸資産の増減額（△増加）　 △124

仕入債務の増減額（△減少） △665

その他 173

小計 2,736

法人税等の支払額 △644

その他 122

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,214

Ⅱ　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 △435

その他　 1,037

投資活動によるキャッシュ・フロー 601

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 0

配当金の支払額　 △1,058

その他　 △88

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,147

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 310

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額
（△減少）

1,979

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 10,098

Ⅶ　現金及び現金同等物の四半期末残高 12,077
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（３）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）

当社グループは主としてPWB用ソルダーレジスト等の製造・販売を営んでおり、事業区分が単一セグメントの

ため、事業の種類別セグメントの開示を行っていません。

【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）

（単位：百万円）

日　本 アジア 北　米 合　計 消去又は全社 連　結

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 3,183 6,970 362 10,516 - 10,516

(2)セグメント間の内部売上

又は振替高
2,875 2 5 2,883 △2,883 -

計 6,059 6,973 367 13,400 △2,883 10,516

営業費用 5,417 5,301 307 11,027 △2,869 8,157

営業利益 641 1,671 60 2,373 △13 2,359

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しています。

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりです。

(1) 北米………米国

(2) アジア……韓国、台湾、中国、香港、シンガポール

－ 6 －
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