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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 3,826 ― 257 ― 246 ― 244 ―

20年3月期第2四半期 2,872 △20.0 △199 ― △204 ― △220 ―

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2四半期 6,049.01 6,044.45
20年3月期第2四半期 △5,436.68 ―

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2四半期 3,678 2,352 63.8 58,178.48
20年3月期 3,445 2,094 60.7 51,885.12

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  2,348百万円 20年3月期  2,092百万円

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 ― ― ― ― ―

21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 1,250.00 1,250.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 7,500 45.4 420 ― 420 ― 410 ― 10,158.72

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、３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15日発表の連結業績予想の修正は行っておりません。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に基づいて判断したものでありま
す。予想に内在する様々な不確定要因や今後の事業運営における内外の状況変化等により、実際の業績と異なる結果となる可能性があります。 
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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  40,560株 20年3月期  40,560株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  201株 20年3月期  200株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  40,359株 20年3月期第2四半期  40,517株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国発の金融危機が世界の実態経済へ波及する懸念
が強まる中、原油高騰に一服感はあったものの世界的な原油・原材料価格などの市況の高騰等も重なり、
景気の減速は厳しさを増す展開となりました。 
 当社製品の主要な分野である携帯電話市場におきましては、国内市場では、ワンセグ機能の標準化やデ
ザインの多様化が進展しておりますが、販売方式の変更により市場が縮小しております。また海外市場で
は、欧米市場においては、景気後退懸念の強まりから中上位機種において減速感が見られますが、携帯電
話端末を情報端末と位置づけ、高機能化がますます進展している状況です。またＢＲＩＣｓその他の新興
市場においては、廉価版の携帯電話の普及が着実に広がる一方で、携帯端末メーカーの価格競争が激化し
つつあります。 
 このような事業環境のもと、当第２四半期連結累計期間おける当社グループの売上高は3,826百万円、
営業利益257百万円、経常利益246百万円、四半期純利益244百万円となりました。 
 売上につきましては、当社グループの主力とする携帯電話市場におきまして、国内では顧客ニーズにあ
った製品の販売が好調に推移し、海外では、廉価版は付加価値の高い新製品へ切り替わりつつある中で減
少したものの、市場投入が遅れていた欧米市場向け高機能の新製品の販売が大きく寄与し、売上全体とし
て大幅な増収となりました。 
 利益面につきましては、売上の増加に加え、高付加価値商品である新製品の販売により、営業利益以下
前年同期に比較し大幅な増加となりました。 

  

① 資産、負債および純資産の状況 
 ＜資産＞ 
 当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、3,678百万円（前連結会計年度末比6.8％増）となりまし
た。うち、流動資産は、3,249百万円（前連結会計年度末比8.4％増）となりましたが、売上高の増加に伴
い、受取手形及び売掛金が2,353百万円（前連結会計年度末比60.7％増）と増加し、現金及び預金が321百
万円（前連結会計年度末比66.0％減）へ減少したのが、流動資産増加の主な要因となっております。 
 固定資産は、429百万円（前連結会計年度末比4.2％減）となりましたが、有形固定資産が334百万円
（前連結会計年度末比4.2％減）と減少したことが、固定資産減少の主な要因となっております。 
  ＜負債＞ 
 負債合計は、1,326百万円（前連結会計年度末比1.9％減）と昨年に比較し減少しました。短期借入金が
350百万円（前連結会計年度末比12.5％減）と減少したのが負債減少の主な要因です。 
  ＜純資産＞ 
 純資産合計は、2,352百万円（前連結会計年度末比12.3％増）となりました。 
 第２四半期連結累計期間純利益244百万円を計上したことにより、利益剰余金が1,070百万円（前連結会
計年度末比29.5％増）へと増加したことが純資産増加の主な要因です 
  
② キャッシュ・フローの状況 

 当第２四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
計年度末と比較し、625百万円減少し321百万円となりました。 
 当期における各キャッシュ・フローの状況は、以下のとおりであります。 
 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 
 営業活動によるキャッシュ・フローは542百万円の支出となりました。業績の回復により、税金等調整
前四半期純利益が246百万円となりましたが、売上債権の増加による支出が883百万円となったことが主な
要因であります。 
 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 
 投資活動によるキャッシュ・フローは43百万円の支出となりました。金型等の有形固定資産の取得によ
る支出が41百万円となったことが主な要因であります。 
 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 
 財務活動によるキャッシュ・フローは50百万円の支出で、短期借入金の減少による支出が50百万円とな
ったことが主な要因であります。 
  

当第２四半期業績は、前述いたしましたように売上および利益ともに前年同期に比較し大幅な増加とな
りましたが、国内外で景気減速懸念が強まり先行き厳しい状況が予想されるなど、事業環境の変化による
当社製品販売への影響が不透明であるため、現時点では平成20年５月15日発表の業績予想に変更はありま
せん。 

  

・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

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

①棚卸資産の評価方法 
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

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費の算定方法 

減価償却の方法として定率法を採用している資産については、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する方法によっております。 

③法人税等並びに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、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ので、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。 

④税金費用の計算 
税金費用については、当第２四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
算する方法を採用しております。ただし当連結会計年度は課税所得の発生が見込まれないため、法人
住民税均等割額は年間発生見積額の２分の1に相当する金額を計上しております。 

  

  
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。この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上
総利益及び営業利益が281千円、経常利益が281千円、税金等調整前四半期純利益281千円がそれぞれ
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「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 平成19年３月30日改正
企業会計基準第13号)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成６
年１月18日 平成19年３月30日改正 企業会計基準適用指針第16号)を第１四半期連結会計期間から
早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に
準じた会計処理から通常の売買取引に係る会計処理に変更し、リース資産として計上しております。
 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法
を採用しております。これによる損益に与える影響はありません。 
 なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、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。 

④「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」（企業会計基準委員会
平成18年５月17日 実務対応報告第18号)を第１四半期連結会計期間から適用しております。これに
よる損益に与える影響はありません。 

  

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)

(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

株式会社ストロベリーコーポレーション（3429）　平成21年３月期　第２四半期決算短信

3



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２四半期連結会計期間末 
(平成20年９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 321,367 946,406 

受取手形及び売掛金 2,353,759 1,464,961 

商品 224,132 215,792 

原材料 230,241 213,608 

貯蔵品 9,348 11,938 

その他 110,375 144,652 

貸倒引当金 △88 － 

流動資産合計 3,249,135 2,997,359 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 139,059 139,503 

機械装置及び運搬具（純額） 15,252 13,706 

工具、器具及び備品（純額） 180,089 195,687 

建設仮勘定 － 106 

有形固定資産合計 334,401 349,004 

無形固定資産 

ソフトウエア 32,239 36,540 

その他 1,045 1,045 

無形固定資産合計 33,285 37,586 

投資その他の資産 

投資有価証券 21,881 21,881 

その他 39,597 39,724 

投資その他の資産合計 61,479 61,606 

固定資産合計 429,166 448,197 

資産合計 3,678,301 3,445,557 
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（単位：千円） 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９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 328,731 329,085 

短期借入金 350,000 400,000 

1年内返済予定の長期借入金 400,000 － 

未払法人税等 3,877 4,572 

その他 193,608 167,847 

流動負債合計 1,276,216 901,504 

固定負債 

長期借入金 50,000 450,000 

固定負債合計 50,000 450,000 

負債合計 1,326,216 1,351,504 

純資産の部 

株主資本 

資本金 732,075 732,075 

資本剰余金 547,325 547,325 

利益剰余金 1,070,547 826,413 

自己株式 △19,552 △19,521 

株主資本合計 2,330,395 2,086,292 

評価・換算差額等 

為替換算調整勘定 17,629 6,691 

評価・換算差額等合計 17,629 6,691 

新株予約権 4,059 1,068 

純資産合計 2,352,085 2,094,052 

負債純資産合計 3,678,301 3,445,557 
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(2) 【四半期連結損益計算書】

     【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
至 平成20年９月30日)

売上高 3,826,064

売上原価 2,624,302

売上総利益 1,201,762

販売費及び一般管理費

荷造及び発送費 88,252

役員報酬 39,321

給料及び手当 229,447

雑給 44,141

旅費及び交通費 91,168

消耗品費 6,459

研究開発費 117,055

支払手数料 81,055

減価償却費 23,944

貸倒引当金繰入額 88

その他 223,031

販売費及び一般管理費合計 943,968

営業利益 257,793

営業外収益

受取利息 708

確定拠出年金戻り益 1,381

過年度外国税還付額 3,190

その他 6,723

営業外収益合計 12,004

営業外費用

支払利息 5,895

為替差損 8,881

支払補償費 7,253

その他 957

営業外費用合計 22,988

経常利益 246,810

特別損失

固定資産除却損 106

特別損失合計 106

税金等調整前四半期純利益 246,703

法人税、住民税及び事業税 2,570

四半期純利益 244,133
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９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 246,703 

減価償却費 76,128 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 88 

株式報酬費用 2,991 

受取利息及び受取配当金 △708 

支払利息 5,895 

為替差損益（△は益） △4,024 

固定資産除却損 106 

売上債権の増減額（△は増加） △883,199 

たな卸資産の増減額（△は増加） △22,051 

未収消費税等の増減額（△は増加） 38,008 

その他の資産の増減額（△は増加） △3,155 

仕入債務の増減額（△は減少） △3,341 

その他の負債の増減額（△は減少） 13,561 

小計 △532,997 

利息及び配当金の受取額 708 

利息の支払額 △6,018 

法人税等の支払額 △3,855 

営業活動によるキャッシュ・フロー △542,162 

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 △41,959 

その他の支出 △2,508 

その他の収入 786 

投資活動によるキャッシュ・フロー △43,681 

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） △50,000 

自己株式の取得による支出 △30 

配当金の支払額 △398 

財務活動によるキャッシュ・フロー △50,429 

現金及び現金同等物に係る換算差額 11,234 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △625,038 

現金及び現金同等物の期首残高 946,406 

現金及び現金同等物の四半期末残高 321,367 
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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。 

  

該当事項なし 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記
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当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

当社グループは、高機能ヒンジユニットおよびそれに関連した金型等の開発・販売を行っており、単

一の事業活動を営んでおりますので、記載を省略しております。 

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

  

 
(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または地域  

  アジア：中国 

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はありません。 

４ 会計方針の変更 

 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

  「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。この結果、従来の方法によった場合に比べて、営業費用が日本で281千円

増加し、営業利益が同額減少しております。    

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

  

 
(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 米国以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 欧州：スウェーデン、ハンガリー、英国他 

(2) アジア：中国、マレーシア、香港他 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

  

該当事項なし 

  

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

日本 
(千円)

アジア
(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

3,825,070 993 3,826,064 － 3,826,064

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

2,837 379,784 382,622 △ 382,622 －

計 3,827,908 380,778 4,208,686 △ 382,622 3,826,064

 営業費用 3,558,746 381,307 3,940,053 △ 371,783 3,568,270

営業利益 269,161 △ 528 268,632 △ 10,839 257,793

【海外売上高】

米国 欧州 アジア 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 177,198 104,465 2,206,179 2,487,843

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― 3,826,064

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

4.6 2.7 57.7 65.0

(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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前年同四半期にかかる財務諸表 

「参考資料」

(1)中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

区分 金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 2,872,209 100.0

Ⅱ 売上原価 2,117,636 73.7

   売上総利益 754,573 26.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 954,548 33.2

      営業損失（△） △199,974 △7.0

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 1,261

 ２ 過年度外国税還付額 698

 ３ 確定年金拠出戻り益 1,266

 ４ 社宅料収入 1,113

 ５ その他 2,895 7,236 0.3

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 3,764

 ２ 為替差損 6,758

 ３ 過年度売上修正損 1,290

 ４ その他 159 11,972 0.4

   経常損失（△） △204,711 △7.1

Ⅵ 特別損失

 １ 固定資産除却損 1,643

 ２ 貯蔵品滅失損 2,650 4,294 0.1

   税金等調整前中間純損失（△） △209,005 △7.3

   法人税、住民税及び事業税 2,570

   法人等調整額 8,706 11,276 0.4

   中間純損失（△） △220,282 △7.7
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(2)中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間

科       目 (自 平成19年４月１日
 至 平成19年９月30日)

金額(千円）

 Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

１ 税金等調整前中間純損失(△) △ 209,005

２ 減価償却費 88,931

３ 貸倒引当金の増減額 1,299

４ 受取利息 △ 1,261

５ 支払利息 3,764

６ 為替差損益 △ 1,346

７ 有形固定資産除却損 1,643

８ 売上債権の増減額 △ 439,154

９ たな卸資産の増減額 121,660

10 未収消費税等の増減額 127,358

11 その他流動資産の増減額 △ 11,575

12 仕入債務の増減額 △ 79,347

13 その他流動負債の増減額 △ 50,713

    小計 △ 447,746

14 利息及び配当金の受取額 1,261

15 利息の支払額 △ 3,924

16 法人税等の還付額 23,167

営業活動によるキャッシュ・フロー △ 427,241

 Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

１ 有形固定資産の取得による支出 △ 49,118

２ 有形固定資産の売却による収入 974

３ 無形固定資産の取得による支出 △ 2,613

４ その他投資の取得による支出 △ 1,679

５ その他投資の回収による収入 784

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 51,652

 Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

１ 短期借入金増減額 300,000

２ 自己株式の取得による支出 △ 16,358

３ 配当金の支払額 △ 25,372

財務活動によるキャッシュ・フロー 258,268

 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 2,047

 Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △ 218,577

 Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,215,048

 Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 996,470
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前中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

当社グループは、高機能ヒンジユニットおよびそれに関連した金型等の開発・販売を行っており、単

一の事業活動を営んでおりますので記載を省略しております。 

  

前中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
(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 本邦以外の区分に属する主な国または地域 

  アジア：中国 

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はありません。 

４ 会計方針の変更 

  「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当中間連結会計期間より、当社

の有形固定資産の減価償却の方法を、法人税法の改正（（所得税法等の一部を改正する法律 平成19年３月30

日 法律第６号）及び（法人税法施行令の一部を改正する政令 平成19年３月30日 政令第83号））に伴い、

平成19年４月１日以降に取得したものについては、改正後の法人税法に基づく方法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に比較して当中間連結会計期間の営業費用は、日本が1,843千円

増加し、営業損失が同額増加しております。  

５ 追加情報 

  「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当中間連結会計期間より、平成

19年３月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から５年間で均等償却

する方法によっております。  

 この変更に伴い、従来の方法によった場合に比較して当中間連結会計期間の営業費用は、日本が1,697千円

増加し、営業損失が同額増加しております。  

  

前中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
(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 米国以外の各区分に属する主な国または地域 

(1) 欧州：ドイツ、フィンランド、エストニア、ハンガリー他 

(2) アジア：中国、香港、韓国、シンガポール他 

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における売上高であります。 

(3)セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

日本 
(千円)

アジア
(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

2,868,942 3,266 2,872,209 ― 2,872,209

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

2,539 252,791 255,331 (255,331) ―

計 2,871,482 256,058 3,127,540 (255,331) 2,872,209

 営業費用 3,095,623 230,371 3,325,995 (253,810) 3,072,184

営業利益又は営業損失(△) △ 224,141 25,686 △ 198,454 (1,520) △ 199,974

【海外売上高】

米国 欧州 アジア 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 115,672 81,393 788,629 985,695

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― 2,872,209

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

4.0 2.8 27.5 34.3
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