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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 21,600 ― 1,047 ― 1,184 ― 599 ―
20年3月期第1四半期 21,753 8.8 1,346 10.6 1,522 24.7 763 77.8

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 19.60 ―
20年3月期第1四半期 24.54 ―

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 67,409 37,618 55.7 1,226.43
20年3月期 66,103 36,671 55.4 1,195.69

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  37,545百万円 20年3月期  36,604百万円

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 ― 16.00 ― 17.00 33.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 16.00 ― 17.00 33.00

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 43,600 ― 2,250 ― 2,200 ― 1,100 ― 35.93
通期 90,000 2.5 5,700 5.5 5,400 13.7 2,600 26.0 84.93

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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他（２）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（３）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．上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因により、これらの予想数値と異なる
場合があります。 
２．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 有

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  32,001,169株 20年3月期  32,001,169株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  1,387,950株 20年3月期  1,387,727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  30,613,272株 20年3月期第1四半期  31,114,458株



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１四半期における当社グループの業績は、国内においては引き続きメディカル、食品加工、製造業、運送業

界など様々な分野での販売が好調に推移し、635百万円の増収となりました。海外においては米国発の信用不安を背

景とした世界的な景気減速懸念による各国での需要停滞や、為替の前年同期との影響差額513百万円があったことか

ら、連結売上高は153百万円の減収となりました。

　利益面では、欧州において特に課題であったドイツ、スペインの現地法人２社の業績改善により欧州での営業利

益が261百万円の増益となって黒字化しましたが、他方でキャッシュフローの改善取組みの一環として行ったグルー

プ在庫の適正化によりマレーシア工場及びベトナム工場の生産量が一時的に低下したため、生産子会社で赤字を計

上しました。もう１つの課題である国内原紙価格高騰への対応については、シール・ラベル製品製造部門の原価低

減努力や販売部門での販売価格への転嫁が予定通り進み、連結営業利益は今年度事業計画を若干上回る進捗となっ

ております。

　以上の結果、当第１四半期の連結売上高は21,600百万円（前年同期比99.3%）、連結営業利益1,047百万円（同

77.8%）、連結経常利益1,184百万円（同77.8%）、連結四半期純利益599百万円（同78.6%）となりました。

　セグメント別の状況は以下のとおりであります。

［製品群別］

　ａ．メカトロ製品事業

　　　売上高8,778百万円（前年同期比98.4％）、営業利益429百万円（前年同期比61.8％）となりました。

　ｂ．サプライ製品事業

　　　売上高12,822百万円（前年同期比99.9％）、営業利益618百万円（前年同期比94.9％）となりました。

［所在地別］

　ａ．日本

　　　売上高15,420百万円（前年同期比104.3％）、営業利益1,046百万円（前年同期比83.7％）となりました。

　ｂ．北米地域

　　　売上高2,106百万円（前年同期比85.1％）、営業利益114百万円（前年同期比120.4％）となりました。

　ｃ．欧州地域

　　　売上高2,647百万円（前年同期比95.4％）、営業利益114百万円（前年同期は営業損失146百万円）となりま

    した。

　ｄ．アジア・オセアニア地域

　　　売上高1,426百万円（前年同期比83.0％）、営業損失114百万円（前年同期は営業利益39百万円）となりまし

    た。

２．連結財政状態に関する定性的情報

当第１四半期における総資産は、67,409百万円となり、前連結会計年度末比1,306百万円の増加となりました。そ

の主な要因は、受取手形及び売掛金、現金及び預金の増加等によるものです。

　なお、純資産は37,618百万円、自己資本比率は55.7%となり、前連結会計年度とほぼ同水準を維持しております。

（キャッシュ・フローの状況）

当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、11,621百万円となり、前

連結会計年度と比較して586百万円の増加となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は1,791百万円となりました。

　主なプラス要因は、税金等調整前四半期純利益1,152百万円を計上したこと、及び減価償却費619百万円の計上に

よる収入要因のほか、未払金の増加額1,295百万円、たな卸資産の減少額811百万円等であり、マイナス要因は、売

上債権の増加額37百万円、仕入債務の減少額1,140百万円、法人税等の支払額653百万円等であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は514百万円となりました。

　主な要因は、有形固定資産の取得による支出426百万円等によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は968百万円となりました。

　主な要因は、配当金の支払額474百万円、短期借入金の減少490百万円等によるものであります。
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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月期第２四半期連結累計期間の業績予想につきましては、引き続き世界経済の減速懸念の影響による

売上減が米国及びアジア・オセアニア地域を中心に見込まれる一方、グループ各部内において、収益力強化への取

り組みの進捗を見込んでおり、当初予想を以下のとおり修正いたします。

　　連結売上高　   43,600百万円　（前回予想　44,400百万円）

　　連結営業利益　　2,250百万円　（同　       2,250百万円）

　　連結経常利益　　2,200百万円　（同　       2,050百万円）

　　連結当期純利益　1,100百万円　（同　　　     950百万円）

　また、これにより通期業績予想につきましても以下のとおり修正いたします。

　　連結売上高　   90,000百万円　（前回予想　92,000百万円）

　　連結営業利益　　5,700百万円　（同　       5,700百万円）

　　連結経常利益　　5,400百万円　（同　       5,400百万円）

　　連結当期純利益　2,600百万円　（同　       2,600百万円）

　今後とも、国内海外を問わず、営業・生産両面にわたる情報共有を質・量ともに拡充するとともに、市場ニーズ

に適合した新製品開発を進めてまいります。また、欧州の業績改善や原紙価格高騰への対応などの当社グループ全

体の課題についても対処を継続して企業体質の一層の強化をはかり、競争力の強化につとめてまいります。

　なお、前提となる為替レートは以下のとおりです。

　　第２四半期以降の前提為替レート　　１米ドル105円、１ユーロ162円。

　　（当初前提は１米ドル100円、１ユーロ160円。）

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

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

もり、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

減価償却の方法として定率法を採用している固定資産の減価償却費については、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しております。

③　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は、経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化が

ないと認められるため、前連結会計年度末決算において使用した将来の業績予想やタックス・プランニング

を使用しております。

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

　　税金費用の計算

一部の在外連結子会社の税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当

期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率

を乗じて計算しております。

　なお、当該法人税等調整額は、法人税、住民税及び事業税に含めて表示しております。
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（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

１．四半期財務諸表に関する会計基準の適用

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．重要な資産の評価基準及び評価方法

　　　　　たな卸資産

通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、主として総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、主として総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、これに伴う損益へ与える影響は軽微であります。

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」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。

　なお、これに伴う損益へ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：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 11,470 10,926

受取手形及び売掛金 20,729 20,334

有価証券 151 108

商品 124 169

製品 7,986 8,377

半製品 432 442

原材料 2,066 2,036

仕掛品 126 99

その他 2,476 2,059

貸倒引当金 △248 △226

流動資産合計 45,316 44,329

固定資産   

有形固定資産 16,206 15,846

無形固定資産   

のれん 1,010 997

その他 2,073 2,118

無形固定資産合計 3,084 3,115

投資その他の資産 2,802 2,811

固定資産合計 22,092 21,773

資産合計 67,409 66,103

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,762 5,845

短期借入金 6,163 6,558

未払金 11,832 10,394

未払法人税等 632 734

引当金 251 430

その他 3,726 3,059

流動負債合計 27,368 27,023

固定負債   

長期借入金 5 8

退職給付引当金 1,824 1,811

その他 591 589

固定負債合計 2,421 2,408

負債合計 29,790 29,431



（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 6,331 6,331

資本剰余金 5,799 5,799

利益剰余金 27,579 27,481

自己株式 △2,953 △2,953

株主資本合計 36,755 36,658

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6 5

為替換算調整勘定 782 △59

評価・換算差額等合計 789 △53

新株予約権 67 58

少数株主持分 6 8

純資産合計 37,618 36,671

負債純資産合計 67,409 66,103



（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 21,600

売上原価 12,444

売上総利益 9,155

販売費及び一般管理費 8,108

営業利益 1,047

営業外収益  

受取利息 11

受取配当金 3

為替差益 237

その他 47

営業外収益合計 300

営業外費用  

支払利息 32

スワップ評価損 93

その他 37

営業外費用合計 163

経常利益 1,184

特別利益  

固定資産売却益 0

その他 1

特別利益合計 1

特別損失  

前期損益修正損 26

固定資産除却損 1

固定資産売却損 2

減損損失 2

特別損失合計 32

税金等調整前四半期純利益 1,152

法人税、住民税及び事業税 571

法人税等調整額 △19

法人税等合計 552

少数株主利益 0

四半期純利益 599



（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 1,152

減価償却費 619

のれん償却額 55

固定資産売却損益（△は益） 2

固定資産除却損 1

引当金の増減額（△は減少） △39

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8

退職給付引当金の増減額（△は減少） △70

受取利息及び受取配当金 △14

支払利息 32

為替差損益（△は益） △310

売上債権の増減額（△は増加） △37

たな卸資産の増減額（△は増加） 811

仕入債務の増減額（△は減少） △1,140

未払金の増減額（△は減少） 1,295

その他 96

小計 2,463

利息及び配当金の受取額 14

利息の支払額 △32

法人税等の支払額 △653

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,791

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 △426

有形固定資産の売却による収入 3

無形固定資産の取得による支出 △20

その他 △69

投資活動によるキャッシュ・フロー △514

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） △490

長期借入金の返済による支出 △2

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △474

財務活動によるキャッシュ・フロー △968

現金及び現金同等物に係る換算差額 277

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 586

現金及び現金同等物の期首残高 11,035

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,621



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

ａ．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）

メカトロ製品
事業(百万円)

サプライ製品
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 8,778 12,822 21,600 (－) 21,600

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － (－) －

計 8,778 12,822 21,600 (－) 21,600

営業利益 429 618 1,047 (－) 1,047

（注）１．事業区分は製品の種類によりメカトロ製品事業とサプライ製品事業に区分しており、主な製品は以下の

とおりであります。

　①　メカトロ製品事業………電子プリンタ、ハンドラベラー

　②　サプライ製品事業………電子プリンタ用ラベル・タグ、ハンドラベラー用ラベル、ICタグ・ラベル、

　　　　　　　　　　　　　　シール、チケット、リボン、MCカード

ｂ．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
（百万円）

北米
（百万円）

欧州
（百万円）

アジア
オセアニア
（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
15,420 2,106 2,647 1,426 21,600 － 21,600

(2)セグメント間の内部売

上高
437 9 83 2,015 2,546 (2,546) －

計 15,858 2,115 2,731 3,441 24,147 (2,546) 21,600

営業利益又は

営業損失（△）
1,046 114 114 △114 1,160 (112) 1,047

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

(1)北米………米国

(2)欧州………ドイツ、イギリス、ポーランド、ベルギー、フランス、スペイン、スウェーデン

(3)アジア・オセアニア……マレーシア、シンガポール、タイ、中国、ベトナム、オーストラリア、

　　　　　　　　　　　　 ニュージーランド

－ 1 －



ｃ．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 アジア他 計

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)

Ⅰ．海外売上高（百万円） 2,106 2,647 1,426 6,180

Ⅱ．連結売上高（百万円） － － － 21,600

Ⅲ．海外売上高の連結売上高に占

める割合（％）
9.8 12.3 6.6 28.6

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

(1）北米…………米国、カナダ

(2）欧州…………ドイツ、イギリス、フランス、イタリア他

(3）アジア他……マレーシア、シンガポール、タイ、中国、オーストラリア他

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。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　著しい変動がないため記載しておりません。

－ 2 －



「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 21,753

Ⅱ　売上原価 12,162

売上総利益 9,591

Ⅲ　販売費及び一般管理費 8,245

営業利益 1,346

Ⅳ　営業外収益 343

Ⅴ　営業外費用 166

経常利益 1,522

Ⅵ　特別利益 3

Ⅶ　特別損失 136

税金等調整前四半期純利益 1,389

税金費用 622

少数株主利益 3

四半期純利益 763

－ 3 －



（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

 

税金等調整前四半期純利益
　

1,389

減価償却費　 609

のれん償却額　 61

固定資産除却損　 11

有形固定資産売却損益　 3

貸倒引当金の増減額（減
少：△）　

11

賞与引当金の増減額（減
少：△）　

70

退職給付引当金の増減額
（減少：△）　

53

受取利息及び受取配当金　 △17

支払利息　 42

為替差損益（差益：△）　 336

売上債権の増減額（増加：
△）　

△500

たな卸資産の増減額（増
加：△）　

△736

前払費用の増減額（増加：
△）

△460

未収入金の増減額（増加：
△）　

△6

仕入債務の増減額（減少：
△）　

343

未払金の増減額（減少：
△）　

△176

その他　 470

小計 1,504

利息及び配当金の受取額　 17

利息の支払額　 △42

法人税等の支払額　 △1,310

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

169

－ 4 －



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）

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　

△421

有形固定資産の売却による
収入　

25

無形固定資産の取得による
支出　

△88

その他　 9

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△475

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 

短期借入金増減額（減少：
△）　

412

長期借入金増減額（減少：
△）　

241

自己株式の取得による支出
　

△0

配当金の支払額　 △489

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

164

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

142

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加
額（又は減少額）

1

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

10,344

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末
残高

10,346

－ 5 －



（３）セグメント情報

ａ．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）

メカトロ製品
事業(百万円)

サプライ製品
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 8,923 12,830 21,753 (－) 21,753

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － (－) －

計 8,923 12,830 21,753 (－) 21,753

営業利益 694 651 1,346 (－) 1,346

（注）１．事業区分は製品の種類によりメカトロ製品事業とサプライ製品事業に区分しており、主な製品は以下の

とおりであります。

　①　メカトロ製品事業………電子プリンタ、ハンドラベラー

　②　サプライ製品事業………電子プリンタ用ラベル・タグ、ハンドラベラー用ラベル、ICタグ・ラベル、

　　　　　　　　　　　　　　シール、チケット、リボン、MCカード

ｂ．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
（百万円）

北米
（百万円）

欧州
（百万円）

アジア
オセアニア
（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
14,784 2,475 2,775 1,718 21,753 － 21,753

(2)セグメント間の内部売

上高
684 26 68 2,198 2,978 (2,978) －

計 15,469 2,502 2,843 3,916 24,731 (2,978) 21,753

営業利益又は

営業損失（△）
1,250 95 △146 39 1,239 107 1,346

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

(1)北米………米国

(2)欧州………ドイツ、イギリス、ポーランド、ベルギー、フランス、スペイン

(3)アジア・オセアニア……マレーシア、シンガポール、タイ、中国、ベトナム、オーストラリア、

　　　　　　　　　　　　 ニュージーランド

ｃ．海外売上高

北米 欧州 アジア他 計

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)

Ⅰ．海外売上高（百万円） 2,475 2,775 1,718 6,969

Ⅱ．連結売上高（百万円） － － － 21,753

Ⅲ．海外売上高の連結売上高に占

める割合（％）
11.4 12.8 7.9 32.0

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

(1）北米…………米国、カナダ

(2）欧州…………ドイツ、イギリス、フランス、イタリア他

(3）アジア他……マレーシア、シンガポール、タイ、中国、オーストラリア他

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。

－ 6 －
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