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(％表示は対前年同四半期増減率) 

  

 
  

 
  

   

 

 
  

  

 
(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無 

  

(％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 
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1. 平成21年５月期第１四半期の連結業績（平成20年６月１日～平成20年８月31日）

 (1) 連結経営成績(累計)

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５月期第１四半期 58 26.7 △329 ─ △326 ─ △949 ─
20年５月期第１四半期 45 ─ △286 ─ △307 ─ △308 ─

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５月期第１四半期 △6,068 48 ─ ─
20年５月期第１四半期 △2,611 23 ─ ─

 (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５月期第１四半期 1,121 765 68.2 4,887 89
20年５月期 1,998 1,715 85.8 10,956 38

(参考) 自己資本 21年５月期第１四半期 765百万円 20年５月期 1,715百万円

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５月期 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

21年５月期 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

21年５月期(予想) ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

3. 平成21年５月期の連結業績予想（平成20年６月１日～平成21年５月31日）

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 342  257.1 △588 － △591 －
△

1,207
－

△
7,710

48

通期 1,658 657.9 △250 － △256 － △873 －
△

5,576
84
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  [(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） 
 ① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 

 
 ② 期末自己株式数 

 
 ③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 

 
  

  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. 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 ： 有

21年５月期第１四半期 156,540株 20年５月期 156,540株

21年５月期第１四半期 ─株 20年５月期 ─株

21年５月期第１四半期 156,540株 20年５月期第１四半期 118,040株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第１四半期におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題による金融不安、原油・原材料の
価格高騰など、先行きに不透明感が存在しています。  
  医薬品業界においては、主力薬の特許切れによるジェネリック医薬品の一層の使用促進、医療用医薬品
市場の低成長等があり、その厳しさが増しています。大手製薬会社は、成長を維持するための大型新薬開
発を目指し、国内外の有望な新薬候補を有するバイオベンチャーの買収を巨額資金を投入し行うなど、製
薬企業間の買収・合併・提携による業界再編が行われています。  
 当社グループにおいては、創薬及び創薬関連事業、創薬ツール供給事業並びに総合美容事業において事
業展開を図って参りました。 当第1四半期連結会計期間の売上高は58,105千円、営業損失は329,152千
円、経常損失は326,089千円、四半期純損失は949,960千円となりました。  
 
 
事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。  
 
■創薬及び創薬関連事業  
 
 「癌治療薬ECI301開発プロジェクト」の研究成果報告の対価、抗炎症薬開発を目指す「フロント
(FROUNT)創薬開発プロジェクト」における共同研究協力金収入、創薬関連事業である喘息と慢性閉塞性肺
疾患(COPD)に対する「オーダーメイド医療の実現」を目指したAstraZeneca社(英)との共同研究契約収入
等により売上高31,248千円を計上しました。営業損失は192,836千円となりました。  
 
 
■創薬ツール供給事業  
 
 包括的業務提携契約先で当社の機器の販売代理店であるＧＥヘルスケアバイオサイエンス株式会社（以
下GEHC社）等への売上19,183千円を計上しました。営業損失は51,054千円となりました。  
 
 
■総合美容事業  
 
 子会社の㈱セルテにおける化粧品製造販売事業において売上高7,674千円を計上しました。営業損失は
15,976千円となりました。  
  

  

(1)財政状態の分析 

（資産） 
流動資産は、前連結会計年度末に比べて50.4%減少し、803,501千円となりました。これは、未収入金が
29,630千円増加し、現金及び預金が392,405千円、前渡金が402,551千円それぞれ減少したことなどによ
ります。 
固定資産は、前連結会計年度末に比べて15.0%減少し、318,446千円となりました。これは、敷金及び保
証金が33,884千円減少したことなどによります。 
この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて43.8%減少し、1,121,948千円となりました。 
（負債） 
流動負債は、前連結会計年度末に比べて44.8%増加し、218,488千円となりました。これは、買掛金が
4,172千円、未払金が93,718千円それぞれ増加し、前受金が25,382千円減少したことなどによります。 
固定負債は、前連結会計年度に比べて4.7%増加し、138,309千円となりました。これは、長期預り金が
6,229千円増加したことによります。 
この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて26.1%増加し、356,797千円となりました。 
（純資産） 
純資産合計は、前連結会計年度に比べて55.3％減少し、765,151千円となりました。これは、利益剰余
金が949,960千円減少したことによります。 
  

(2)キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物(以下｢資金｣という。)の残高は、前連結会計
年度末と比べて392,405千円減少し、269,234千円となりました。 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
当第１四半期連結会計期間において、営業活動の結果使用した資金は405,673千円となりました。これ

・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

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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は主に、税金等調整前四半期純損失949,559千円、前渡金の増加が205,448千円、前受金の減少が25,382
千円によるものです。 
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
当第１四半期連結会計期間において、投資活動の結果得られた資金は5,017千円となりました。これは
主に、貸付金の回収による収入5,200千円によるものです。 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
当第１四半期連結会計期間において、財務活動の結果得られた資金は6,229千円となりました。これ
は、長期預り金による収入6,229千円によるものです。 
  

  

当期の第２四半期連結累計期間業績予想および通期連結業績予想は、１ページに記載のとおりであ
り、平成20年７月発表時点から変更しておりません。 
  
  

  

該当事項はありません。 
  

  

  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。 
  

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）を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性
の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。なお、これによる損益に与える影響はありま
せん。 

  

③消費税等の会計処理について、従来、連結子会社においては税込方式によっておりましたが、当
第１四半期連結会計期間より課税事業者となったため、税抜方式に変更しました。これにより、営業
損失は117千円、経常損失は87千円、税金等調整前四半期純損失は300千円減少しております。なお、
セグメント情報に与える影響については、当該箇所に記載しております。 

    

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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：千円） 

当第１四半期連結会計期間末 
(平成20年８月31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５月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 269,234 661,640 

売掛金 24,056 31,848 

商品及び製品 84,799 95,906 

仕掛品 10,077 27,706 

原材料及び貯蔵品 46,406 46,092 

前渡金 257,623 660,174 

前払費用 21,305 29,726 

未収入金 45,954 16,324 

未収消費税等 8,360 18,268 

短期貸付金 59,800 65,000 

その他 8,383 2,787 

貸倒引当金 △32,500 △32,500 

流動資産合計 803,501 1,622,974 

固定資産 

有形固定資産 

建物 33,414 102,063 

減価償却累計額 △10,559 △18,526 

減損損失累計額 － △59,820 

建物（純額） 22,854 23,716 

工具、器具及び備品 870,595 903,780 

減価償却累計額 △695,060 △685,206 

減損損失累計額 △378 △22,006 

工具、器具及び備品（純額） 175,156 196,567 

有形固定資産合計 198,010 220,284 

無形固定資産 

ソフトウエア 3,572 3,989 

無形固定資産合計 3,572 3,989 

投資その他の資産 

投資有価証券 10,174 10,174 

敷金及び保証金 70,439 104,324 

保険積立金 36,243 36,243 

その他 1,405 61,460 

貸倒引当金 △1,400 △61,400 

投資その他の資産合計 116,863 150,802 

固定資産合計 318,446 375,077 

資産合計 1,121,948 1,998,052 
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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８月31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５月31日) 

負債の部 

流動負債 

買掛金 7,998 3,825 

1年内返済予定の長期借入金 40,000 40,000 

未払金 130,295 36,576 

前受金 29,411 54,793 

未払法人税等 3,673 9,371 

その他 7,109 6,291 

流動負債合計 218,488 150,859 

固定負債 

長期預り金 138,309 132,080 

固定負債合計 138,309 132,080 

負債合計 356,797 282,939 

純資産の部 

株主資本 

資本金 2,150,655 2,150,655 

資本剰余金 3,277,291 3,277,291 

利益剰余金 △4,662,794 △3,712,833 

株主資本合計 765,151 1,715,112 

純資産合計 765,151 1,715,112 

負債純資産合計 1,121,948 1,998,052 
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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６月１日 
至 平成20年８月31日) 

売上高 58,105 

売上原価 202,142 

売上総損失（△） △144,036 

販売費及び一般管理費 

販売費及び一般管理費合計 185,116 

営業損失（△） △329,152 

営業外収益 

受取利息 595 

為替差益 2,020 

その他 662 

営業外収益合計 3,279 

営業外費用 

支払利息 216 

営業外費用合計 216 

経常損失（△） △326,089 

特別損失 

持分買取損失 608,000 

商品廃棄損 11,132 

事務所移転費用 4,336 

特別損失合計 623,469 

税金等調整前四半期純損失（△） △949,559 

法人税、住民税及び事業税 401 

法人税等合計 401 

四半期純損失（△） △949,960 
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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６月１日 
至 平成20年８月31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 △949,559 

減価償却費 23,109 

持分買取損失 608,000 

受取利息及び受取配当金 △595 

支払利息 216 

為替差損益（△は益） △2,020 

商品廃棄損 11,132 

事務所移転費用 4,336 

売上債権の増減額（△は増加） 7,791 

たな卸資産の増減額（△は増加） 17,430 

前渡金の増減額（△は増加） △205,448 

未収消費税等の増減額（△は増加） 9,907 

その他の流動資産の増減額（△は増加） 13,755 

仕入債務の増減額（△は減少） 4,031 

預り金の増減額（△は減少） 605 

前受金の増減額（△は減少） △25,382 

その他の流動負債の増減額（△は減少） 84,550 

小計 △398,138 

利息及び配当金の受取額 595 

事務所移転費用の支払額 △6,387 

法人税等の支払額 △1,743 

営業活動によるキャッシュ・フロー △405,673 

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 △417 

敷金及び保証金の回収による収入 235 

貸付金の回収による収入 5,200 

投資活動によるキャッシュ・フロー 5,017 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

長期預り金による収入 6,229 

財務活動によるキャッシュ・フロー 6,229 

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,020 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △392,405 

現金及び現金同等物の期首残高 661,640 

現金及び現金同等物の四半期末残高 269,234 
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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。 

  

当第１四半期連結会計期間(自 平成20年６月１日 至 平成20年８月31日)  

当社グループは、当第１四半期連結会計期間において949,960千円の四半期純損失ならびに営業活動に

よるキャッシュフローのマイナスを計上しております。医薬品の研究開発には、長い期間と多額の費用が

必要です。研究開発費は事業上の先行投資となり、その後の投資資金回収とはタイムラグが生じます。そ

のためベンチャー（バイオ）企業が当該事業を行う場合、数期にわたり当期純損失と営業活動によるキャ

ッシュ・フローのマイナスを計上してしまう傾向があります。当社においても、癌治療薬ECI301の前臨床

試験等の研究開発費を先行投資しております。また、研究協力金及び細胞活性測定装置の販売による収入

で、研究開発費及び運転資金を賄うことができない状況が続いております。  

 以上を鑑み、当社グループには継続企業の前提に関する重要な疑義が生じています。当該状況に対応す

べく、当社は事業資金の調達、売上増加及び経費削減に取り組んでおります。  

 事業資金の調達につきましては、平成20年９月５日開催の当社取締役会において、第９回新株予約権の

発行を決議し、平成20年９月22日にその払込金額1,362,900円の払込が完了致しました。 本新株予約権は

第三者割当の方式にて投資会社にその全てを割当ました。全額行使されますと、資金調達額は、総額で

720,696千円となります。しかし、あくまで予約権であるため、今後の当社の株価推移によりその全てが

行使されない可能性があります。癌治療薬ECI301の治験薬製造及び米国での臨床試験実施に向けてFDA

（米国食品医薬品局）へのIND（米国における新薬臨床試験開始届）申請等の必要な研究開発資金をより

確実に賄う必要があります。そのため、本新株予約券に加え、新たな資金調達を引き続き検討してまいり

ます。  

 売上増加につきましては、創薬及び創薬関連事業は収益性の高いプロジェクトに資源を集中投下致しま

す。癌治療薬ECI301は、米国での臨床試験開始に合わせて、世界のビッグファーマとライセンス契約締結

交渉を進めて参ります。契約締結となれば、段階に応じて契約一時金、マイルストーン、ロイヤリティ収

入が期待できます。創薬ツール供給事業は提携先であるGEヘルスケアバイオサイエンス社とともに国内及

び海外向け販路の拡大を目指します。又、平成20年秋より発売予定の蛍光細胞測定活性測定装置

(TAXIScan-FL)の販売促進を積極的に行います。  

 経費削減につきましては、子会社株式会社セルテにおきまして、エステ・クリニック事業よりの撤退を

平成20年１月に決定し高額であった賃料の負担軽減を図りました。又、研究開発に関連する取引先とも友

好な関係を維持しながらのコスト削減交渉を進めております。今後も、採算重視の経営方針の徹底と経営

合理化による原価・経費の削減を進める中で、安定した経営基盤の確立を図って参ります。  

 上記の施策により、継続企業の前提に関する重要な疑義を解消できるものと判断しております。四半期

連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、上記のような重要な疑義の影響を四半期連結財務

諸表には反映しておりません。  

  

注記事項

(4) 継続企業の前提に関する注記
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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６月１日 至 平成20年８月31日） 
  

 
（注）事業区分の方法 

    １ 事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

    ２ 各区分に属する主な製品等 

  

 
  

    ３ 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の③に記載のとお

り、連結子会社において当第１四半期会計期間より課税事業者となったため、税抜方式に変更して

おります。この変更に伴い、従来の方法によった場合と比べ、売上高は383千円、営業損失は117千

円減少しております。 

  
  

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６月１日 至 平成20年８月31日） 

     在外連結子会社及び在外支店がないため、記載を省略しております。 

  
  

ｃ．海外売上高 

     当第１四半期連結累計期間（自 平成20年６月１日 至 平成20年８月31日） 

  

 
 （注）１ 国又は地域は、地理的接近度により区分しております。 

    ２ 各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

      (1) アジア・オセアニア・・・・・韓国、台湾、マレーシア、中国、オーストラリア 

      (2) 北米・欧州・・・・・・・・・アメリカ、イギリス 

(5) セグメント情報

創薬及び 
創薬関連事業 

(千円)

創薬ツール
供給事業 
(千円)

総合美容事業
(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

31,248 19,183 7,674 58,105 ─ 58,105

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─ ─

計 31,248 19,183 7,674 58,105 ─ 58,105

  営業損失 192,836 51,054 15,976 259,867 69,285 329,152

事業区分 主要製品等

創薬及び創薬関連事業 創薬シード及び創薬基盤技術

創薬ツール供給事業 理化学機器、健康食品

総合美容事業 総合的再生美容サービス

アジア・オセアニア 北米・欧州 計

Ⅰ 海外売上高(千円) ─ 24,761 24,761

Ⅱ 連結売上高(千円) ─ ─ 58,105

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

─ 42.6 42.6
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当第１四半期連結会計期間（自 平成20年６月１日 至 平成20年８月31日） 

該当事項はありません。 

  

(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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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 

 
  

「参考資料」

科目

前第１四半期連結累計会計期間

 （自 平成19年６月１日

  至 平成19年８月31日）

金額（千円）

Ⅰ 売上高 45,833

Ⅱ 売上原価 29,100

   売上総利益 16,733

Ⅲ 販売費及び一般管理費 303,271

   営業損失（△） △286,538

Ⅳ 営業外収益 2,767

Ⅴ 営業外費用 23,764

   経常損失（△） △307,536

Ⅵ 特別損失 216

   税金等調整前第１四半期純損失（△） △307,752

   法人税、住民税及び事業税 477

   第１四半期純損失（△） △308,229
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  (2) (要約) 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６月１日  
 至 平成19年８月31日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税金等調整前当期純損失（△） △307,752

   減価償却費 44,756

   受取利息 △2,301

   支払利息 672

   為替差損 23,060

   株式交付費 32

   売上債権の増加額（△） △3,959

   たな卸資産の増加額（△） △37,531

その他の流動資産の増加額（△） △141,923

   仕入債務の減少額(△) △3,223

   預り金の増加額 654

   前受金の減少額(△) △19,048

   その他の流動負債の増加額 15,608

    小計 △430,955

   利息及び配当金の受取額 2,301

   利息の支払額 △1,161

   法人税等の支払額 △1,910

  営業活動によるキャッシュ・フロー △431,725

Ⅱ 投資活動のよるキャッシュ・フロー

   貸付金の回収による収入 1,132

  投資活動によるキャッシュ・フロー 1,132

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   長期借入金の返済による支出
△ 40,000

   株式の発行による収入 4,944

  財務活動によるキャッシュ・フロー △ 35,056

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 23,049

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △ 488,698

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,769,735

Ⅶ 現金及び現金同等物の第１四半期末残高 1,281,037
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  (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６月１日 至 平成19年８月31日) 

  

 
(注) １ 事業区分の方法 

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各区分に属する主な製品等 

  

 
  

   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６月１日 至 平成19年８月31日) 

在外連結子会社及び在外支店がないため、記載を省略しております。 

  

   ｃ．海外売上高 

  前第１四半期連結累計期間 (自 平成19年６月１日 至 平成19年８月31日) 

  

 
(注) １ 国又は地域は、地理的接近度により区分しております。 

２ 各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1) アジア・オセアニア……韓国、台湾、マレーシア、中国、オーストラリア 

(2) 北米・欧州………………アメリカ、イギリス 

創薬及び 
創薬関連事業 

(千円)

創薬ツール
供給事業 
(千円)

総合美容事業
(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

21,405 10,012 14,415 45,833 ─ 45,833

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─ ─

計 21,405 10,012 14,415 45,833 ─ 45,833

  営業損失（△） △40,247 △72,666 △42,948 △155,861 △130,676 △286,538

事業区分 主要製品等

創薬及び創薬関連事業 創薬シード及び創薬基盤技術

創薬ツール供給事業 理化学機器、健康食品

総合美容事業 総合的再生美容サービス

アジア・オセアニア 北米・欧州 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 32 21,495 21,528

Ⅱ 連結売上高(千円) ─ ─ 45,833

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

0.0 46.9 46.9
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