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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 10,533 ― 302 ― 390 ― 81 ―
20年3月期第2四半期 10,197 11.1 447 62.3 489 45.7 273 64.6

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 1.80 ―
20年3月期第2四半期 6.09 ―

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 35,344 24,342 59.7 468.57
20年3月期 35,572 24,873 60.6 478.80

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  21,102百万円 20年3月期  21,586百万円

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 ― 1.00 ― 1.00 2.00
21年3月期 ― 1.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 1.00 2.00

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  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

通期 19,600 △4.8 300 △17.9 350 121.1 50 ― 1.11

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」をご覧下さい。  

(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19日に公表いたしました連結業績予想のうち、通期について本日公表の「通期業績予想の修正に関するお知らせ」において修正しております。 
 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及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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等について、及び上記１に 
  係る業績予想の具体的修正内容は、２ページ「定性的情報・財務諸表 ３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
 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）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  45,477,000株 20年3月期  45,477,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  441,697株 20年3月期  392,837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  45,074,708株 20年3月期第2四半期  44,887,169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 

当第２四半期（6ヶ月）連結会計期間におけるわが国経済は、米国に端を発した世界的な金融不安や原材料・燃料

価格の高止まりの影響等により、景気の先行きについての不透明感が一層強まる中で推移しました。 

一方、当耐火物業界におきましては、主力のお取引先である鉄鋼業界における当第２四半期（6ヶ月）の粗鋼生産

量が6,149.8万トンと前年同期比2.8％増加し、高水準の生産が続きました。しかしながら、一部においては減産の動

きも見られ、予断を許さない状況であります。 

このような環境のもと、当社グループは品質第一の考えのもとで売上増強と収益向上に全力で取り組んでまいりま

した。国内につきましては基幹製品の販売拡大や新商品の販売に地道に取り組み、海外に関しては欧州を始め各地域

で販売強化策を打ち拡販に努めました。また、コスト削減等、経営の合理化も進めてまいりました。 

その結果、第２四半期（6ヶ月）の業績については、次のとおりの経営成績となりました。 

売上高は105億3千3百万円、利益面では、営業利益は3億2百万円、経常利益は3億9千万円、四半期純利益は8千1百

万円となりました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（流動資産） 

 流動資産の残高は前連結会計年度末に比べ、490百万円増加し、15,844百万円となりました。 

その主な要因は売上債権の増加（335百万円）と棚卸資産の増加（510百万円）によるものであります。 

  

（固定資産） 

 固定資産の残高は前連結会計年度末に比べ、717百万円減少し、19,500百万円となりました。 

その主な要因は投資有価証券の減少（681百万円）によるものであります。 

 

（負債） 

 負債の残高は前連結会計年度末に比べ、303百万円増加し、11,002百万円となりました。 

その主な要因は短期借入金の増加（639百万円）によるものであります。 

  

（純資産） 

 純資産の残高は前連結会計年度末に比べ、530百万円減少し、24,342百万円となりました。 

その主な要因はその他有価証券評価差額金の減少（460百万円）によるものであります。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 平成20年5月19日に公表いたしました通期の連結業績予想について、本日（平成20年11月11日）公表の「通期業績

予想の修正に関するお知らせ」において修正しております。 

 詳細は同資料をご参照ください。 

 なお、第２四半期連結業績予想については、平成20年11月6日に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知

らせ」において修正しております。 

(株)ＴＹＫ(5363)平成21年3月期　第２四半期決算短信

2



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、棚卸資産の簿価切り下げに関して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、簿価切り下げを行う方法、あるいは営業循環基準から外れた滞

留品又は処分見込み等の棚卸資産で前連結会計年度末において帳簿価額を処分見込価額まで切り下げているもの

については、前連結会計年度以降に著しい変化がないと認められる限り、前連結会計年度末における貸借対照表

価額で計上する方法で算定しております。 

  ②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しております。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

（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の変更 

 棚卸資産 

 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、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。また、これに伴って従来営業外費用に計上していた「棚卸資産

廃棄損」は、第１四半期連結会計期間から売上原価に計上しております。 

 これにより、営業利益は49,121千円、経常利益は37,211千円、税金等調整前四半期純利益は、145,779千円減

少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響額は、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」の適用 

 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ありません。 
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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 1,463,709 1,689,428

受取手形及び売掛金 7,066,434 6,731,086

外注品及び製品 3,456,223 3,364,674

仕掛品 1,275,281 1,147,322

原材料及び貯蔵品 2,243,783 1,952,959

その他 390,647 519,403

貸倒引当金 △51,462 △50,295

流動資産合計 15,844,617 15,354,580

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,776,262 2,867,766

窯炉、機械装置及び運搬具（純額) 2,956,808 2,879,645

土地 5,000,983 5,005,953

その他（純額） 776,475 778,439

有形固定資産合計 11,510,530 11,531,805

無形固定資産 55,684 58,964

投資その他の資産   

投資有価証券 7,668,033 8,349,439

その他 430,068 445,318

貸倒引当金 △164,211 △167,809

投資その他の資産合計 7,933,889 8,626,948

固定資産合計 19,500,104 20,217,718

資産合計 35,344,721 35,572,298
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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 1,812,247 1,924,138

短期借入金 5,461,712 4,822,027

未払法人税等 148,290 101,960

賞与引当金 252,010 281,322

その他 523,551 534,423

流動負債合計 8,197,812 7,663,871

固定負債   

退職給付引当金 996,653 989,007

役員退職慰労引当金 513,986 504,186

負ののれん 11,952 12,243

繰延税金負債 1,200,031 1,444,894

その他 81,777 84,965

固定負債合計 2,804,401 3,035,297

負債合計 11,002,213 10,699,168

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,398,000 2,398,000

資本剰余金 2,462,683 2,462,683

利益剰余金 14,686,608 14,650,396

自己株式 △94,273 △83,903

株主資本合計 19,453,019 19,427,176

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,025,614 2,485,887

繰延ヘッジ損益 2,194 －

為替換算調整勘定 △378,505 △326,351

評価・換算差額等合計 1,649,304 2,159,535

少数株主持分 3,240,184 3,286,418

純資産合計 24,342,507 24,873,130

負債純資産合計 35,344,721 35,572,298
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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 10,533,296

売上原価 8,355,505

売上総利益 2,177,791

販売費及び一般管理費 1,874,814

営業利益 302,976

営業外収益  

受取利息 2,995

受取配当金 97,475

不動産賃貸料 35,498

その他 28,264

営業外収益合計 164,233

営業外費用  

支払利息 47,552

為替差損 13,971

その他 14,729

営業外費用合計 76,252

経常利益 390,958

特別利益  

固定資産売却益 7,577

その他 372

特別利益合計 7,950

特別損失  

固定資産除却損 39,406

投資有価証券売却損 13,083

たな卸資産評価損 146,806

その他 6,926

特別損失合計 206,222

税金等調整前四半期純利益 192,685

法人税等 189,504

少数株主損失（△） △78,117

四半期純利益 81,297
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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 192,685

減価償却費 603,897

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,172

賞与引当金の増減額（△は減少） △29,544

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,399

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9,800

受取利息及び受取配当金 △100,470

支払利息 47,552

有価証券売却損益（△は益） 13,083

有形固定資産除却損 39,406

有形固定資産売却損益（△は益） △7,498

売上債権の増減額（△は増加） △395,242

たな卸資産の増減額（△は増加） △504,009

仕入債務の増減額（△は減少） △136,539

未払消費税等の増減額（△は減少） △362

その他 104,690

小計 △156,325

利息及び配当金の受取額 100,522

利息の支払額 △47,552

法人税等の支払額 △108,170

営業活動によるキャッシュ・フロー △211,525

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入 26,000

定期預金の預入による支出 △52,924

有形固定資産の売却による収入 10,913

有形固定資産の取得による支出 △578,768

投資有価証券の売却による収入 79,076

投資有価証券の取得による支出 △114,651

貸付金の回収による収入 60

その他 △5,206

投資活動によるキャッシュ・フロー △635,499

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） 670,507

自己株式の取得による支出 △10,619

配当金の支払額 △45,084

少数株主への配当金の支払額 △8,782

財務活動によるキャッシュ・フロー 606,020

現金及び現金同等物に係る換算差額 △7,595

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △248,599

現金及び現金同等物の期首残高 1,475,068

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,226,468
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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。 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

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．製品の種類、性質、製造方法、販売方法等の類似性、損益集計区分及び関連資産等に照らし、事業区分を行

っております。 

２．各事業の主な製品 

(1)耐火物関連事業………耐火煉瓦、不定形耐火物、黒鉛坩堝、ニューセラミックス等 

(2)その他事業……………環境関連製品、窯業機械器具、建築、修繕、運輸他 

３．会計方針の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

「定性的情報・財務諸表等」４．（3）に記載のとおり、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）を適用しております。また、これに伴って従来営

業外費用に計上していた「棚卸資産廃棄損」は、第１四半期連結会計期間から売上原価に計上しています。こ

の結果、従来の方法によった場合と比べ、当第２四半期連結累計期間の営業利益が「耐火物関連」で16,184千

円、「その他」で32,937千円減少しております。 

  

  
耐火物関連 
（千円） 

その他 
（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 10,240,305 292,991 10,533,296 － 10,533,296 

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
3,969 551,788 555,758 (555,758) － 

計 10,244,274 844,780 11,089,055 (555,758) 10,533,296 

営業利益又は営業損失（△） 420,584 △141,569 279,014 23,962 302,976 
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〔所在地別セグメント情報〕 

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．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)ヨーロッパ………ドイツ、イギリス、フランス 

(2)その他……………台湾他 

なお、従来「ヨーロッパ」は「その他」に含めておりましたが、当該地域区分の重要性が増したため、当第２

四半期連結会計期間より「ヨーロッパ」に区分して表示しております。 

３．会計方針の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

「定性的情報・財務諸表等」４．（3）に記載のとおり、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）を適用しております。また、これに伴って従来営

業外費用に計上していた「棚卸資産廃棄損」は、第１四半期連結会計期間から売上原価に計上しています。こ

の結果、従来の方法によった場合と比べ、当第２四半期連結累計期間の営業利益が「日本」で49,121千円減少

しております。 

 

〔海外売上高〕 

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．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）ヨーロッパ……………イギリス、ドイツ、オーストリア他 

(3）アジア他………………台湾、南アフリカ、韓国他 

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 

 該当事項はありません。 

  
日本 

（千円） 
北米 

（千円） 
ヨーロッパ
（千円） 

その他 
（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 
7,413,776 1,595,044 1,287,211 237,264 10,533,296 － 10,533,296 

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
1,261,135 6,979 55,724 105,374 1,429,213 (1,429,213) － 

計 8,674,911 1,602,023 1,342,935 342,638 11,962,509 (1,429,213) 10,533,296 

営業利益又は営業損失

（△） 
280,789 △108,358 74,095 36,012 282,538 20,438 302,976 

  北米 ヨーロッパ アジア他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 1,638,704 1,304,557 834,044 3,777,306 

Ⅱ 連結売上高（千円）       10,533,296 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
15.5 12.3 7.9 35.8 
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（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   10,197,707 100.0 

Ⅱ 売上原価   7,961,147 78.0 

売上総利益   2,236,560 21.9 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   1,789,397 17.5 

営業利益   447,163 4.3 

Ⅳ 営業外収益       

  受取利息 5,264     

  受取配当金 85,814     

  不動産賃貸料 36,280     

  為替差益 7,841     

  研究助成金 2,375     

  その他 55,212 192,788 1.8 

Ⅴ 営業外費用       

  支払利息 58,875     

  棚卸資産廃棄損 39,759     

  棚卸資産評価損 44,523     

  その他 6,793 149,951 1.4 

経常利益   489,999 4.8 

Ⅵ 特別利益       

  固定資産売却益 14,361     

  その他 1,400 15,762 0.1 

Ⅶ 特別損失       

  貸倒引当金繰入額 47,678     

  有形固定資産廃棄損 7,376 55,054 0.5 

税金等調整前中間純利益   450,707 4.4 

法人税、住民税及び事業
税 

193,265     

法人税等調整額 67,872 261,137 2.5 

少数株主損失   △83,768 △0.8 

中間純利益   273,337 2.6 
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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 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 

税金等調整前中間純利益 450,707 

減価償却費 570,779 

有形固定資産廃棄損  7,376 

有形固定資産売却益  △14,361 

棚卸資産廃棄損  39,759 

棚卸資産評価損  44,523 

貸倒引当金の増加額  46,363 

賞与引当金の増加・減少
（△）額  

14,183 

退職給付引当金の増加・
減少（△）額  

4,153 

役員退職引当金の増加額 15,779 

受取利息及び受取配当金 △91,078 

支払利息 58,875 

売上債権の増加額 △277,799 

棚卸資産の増加（△）・
減少額 

△470,573 

仕入債務の減少額 △105,991 

未払消費税等の減少
（△）・増加額 

△27,457 

その他 4,647 

小計 269,886 

利息及び配当金の受取額 91,078 

利息の支払額 △58,875 

法人税等の支払額  △226,236 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

75,854 
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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） 

区分 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 

定期預金の預入による支
出 

△214,716 

定期預金の払戻による収
入 

185,066 

投資有価証券の取得によ
る支出 

△107,391 

有形固定資産の売却によ
る収入 

18,289 

有形固定資産の取得によ
る支出 

△378,773 

貸付金回収による収入 60 

その他 △1,403 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△498,870 

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  

短期借入金の減少額 △129,732 

自己株式の取得による支
出 

△1,529 

配当金の支払額 △44,496 

少数株主に対する配当金
の支払額 

△8,782 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△184,541 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

1,597 

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少
額 

△605,960 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高 

1,774,044 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間
期末残高 

1,168,084 
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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） 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

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） 

  

〔海外売上高〕 

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） 

 
耐火物関連 
（千円） 

その他 
（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 9,970,275 227,432 10,197,707 ― 10,197,707 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
5 572,546 572,552 (572,552) ― 

計 9,970,280 799,979 10,770,260 (572,552) 10,197,707 

営業費用 9,504,876 816,704 10,321,580 (571,036) 9,750,544 

営業利益又は営業損失 465,404 △16,725 448,679 (1,515) 447,163 

  
日本 

（千円） 
北米 

（千円） 
その他 
（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 7,134,456 1,680,485 1,382,765 10,197,707 － 10,197,707 

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
1,354,589 2,484 166,561 1,523,634 (1,523,634) － 

計 8,489,045 1,682,969 1,549,327 11,721,342 (1,523,634) 10,197,707 

営業費用 8,160,069 1,681,461 1,473,954 11,315,485 (1,564,940) 9,750,544 

営業利益又は営業損失（△） 328,976 1,508 75,372 405,857 41,305 447,163 

  北米 ヨーロッパ アジア他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 1,716,119 1,219,313 658,755 3,594,188 

Ⅱ 連結売上高（千円）       10,197,707 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
16.8 12.0 6.5 35.3 
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