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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 10,270 83.3 △1,269 ― △1,114 ― △1,079 ―
20年3月期第2四半期 5,602 △66.2 △529 ― △541 ― △512 ―

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 △134.38 ―
20年3月期第2四半期 △69.37 ―

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 26,419 3,087 11.5 376.83
20年3月期 26,348 4,312 15.9 522.53

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  3,025百万円 20年3月期  4,195百万円

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 ― 0.00 ― 8.00 8.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 8.00 8.00

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 23,640 42.6 △920 ― △670 ― △730 ― △90.91

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  
・上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の変化等によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。  
・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  8,043,418株 20年3月期  8,043,418株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  13,353株 20年3月期  13,353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  8,030,065株 20年3月期第2四半期  7,387,859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）業績の状況 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国発の金融問題が更に表面化し、まさに世界的な経済恐慌と

いう状況を呈し、国内企業も輸出の鈍化、原材料高による収益低下が続き、極めて深刻な景気後退が現実となってま

いりました。このような状況の中、当社グループにおきましては、需要が急増する中国及びインド自動車メーカー向

けプロジェクトを中心に年間出荷高を増大させる計画を立案し、工場操業負荷を平準化、より低コストでの金型製造

とすることにより、低落する受注価格及び為替変動による利益圧縮に対応する体制で臨んでおります。しかしなが

ら、前連結会計年度末に比べ暫し一服感のあった円高が当第２四半期連結会計期間末において、世界規模の株安影響

から更なる円の独歩高とも言える展開となり、これによる為替変動の影響は如何ともし難く、当第２四半期連結会計

期間末における各出荷プロジェクトの全般的な採算悪化は避けられないものとなりました。これに加え、依然高騰す

る素材費負担及び前期出荷プロジェクトの客先量産ラインにおける精度調整コスト負担増の影響もあり営業利益確保

に至りませんでした。その結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は10,270百万円（前年同期比83.3%増）

と増収になったものの、営業損失は1,269百万円となりました。但し、営業外収益においては、海外関連会社におけ

る持分法による投資利益214百万円を計上し、損失を戻す形となったため、経常損失については、1,114百万円となり

ました。以上の結果、当第２四半期連結累計期間における四半期純損失は、1,079百万円となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

  

①自動車用プレス金型事業 

 当事業におきましては、全般的な受注価格低下の傾向が続く中、これと逆行する形でプレス金型の素材となります

鋳物をはじめとする鉄の価格高騰による変動費の負担増が加わり、更に期末間際における円高進行の影響も相まっ

て、その採算確保が極めて厳しい状況となりました。当第２四半期連結累計期間における売上高につきましては、国

内及びインド向けプロジェクトの一部に出荷遅れが生じたものの、4,892百万円(前年同期比17.4%増)となりました

が、これらを取り巻く外部状況からの影響は如何ともし難く、加えて前期出荷プロジェクトの客先量産ラインにおけ

る精度調整コスト負担増の影響もあり、営業損失は942百万円となりました。 

  

②自動車用溶接治具事業 

 当事業におきましては、当連結会計期間におけるメインプロジェクトとなりますブラジル向け大型プロジェクトを

出荷し、売上高は5,378百万円(前年同期比274.5%増)と当事業も大幅増収となりましたが、自動車用プレス金型事業

と同様に為替変動による粗利減の影響が大きく、この結果、一般管理販売費を負担しきれず、営業損失は309百万円

となりました。  

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期末の資産につきましては、前連結会計年度末に比べて、現金及び預金が外貨預金円転等により1,931

百万円の減少となり1,405百万円となりましたが、期末における売上増により受取手形及び売掛金が、1,250百万円増

加し、6,868百万円となったのと、各プロジェクトにおける原価投入が進んだことから、仕掛品が511百万円増加の

8,627百万円となった結果、資産合計では26,419百万円となりました。負債につきましては、長期借入金が約定返済

進行により、34百万円減少の1,465百万円となりましたが、支払手形及び買掛金が489百万円の増加の4,661百万円、

前受金も各プロジェクトに係る代金回収条件が好転する中、607百万円増加の2,030百万円となったのに加え、短期借

入金が191百万円の増加の12,716百万円となった結果、負債合計では23,331百万円となりました。資本につきまして

は、3,087百万円となり、1,225百万円減少いたしました。この主な要因は、当第２四半期連結会計期間は四半期純損

失が1,079百万円となった結果、利益剰余金が1,143百万円減少したためであります。 
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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月期の連結業績予想（ 平成20年4月1日～平成21年3月31日）につきましては、平成20年5月16日付にて公

表致しました業績予想を修正しております。詳しくは、別途公表（平成20年11月5日発表）致しました「業績予想の

修正に関するお知らせ」をご参照下さい。なお、当該予想は、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、実際の業績は今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

  

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） 

当第２四半期連結会計期間において、主要な関係会社における異動はありません。 

  

（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 

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 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。 

  

（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 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)を当第２

四半期連結累計期間から適用し、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の切下げの

方法)に変更しております。この変更による営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失への影響はあ

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 1,405,932 3,337,478

受取手形及び売掛金 6,868,878 5,618,496

仕掛品 8,627,710 8,116,381

未収還付法人税等 － 52,433

未収消費税等 289,556 －

繰延税金資産 414,900 429,459

その他 206,696 498,864

貸倒引当金 △72,672 △52,119

流動資産合計 17,741,002 18,000,993

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,654,498 2,711,946

機械装置及び運搬具（純額） 996,732 1,097,413

土地 2,503,173 2,448,161

建設仮勘定 423,223 45,087

その他（純額） 97,867 98,931

有形固定資産合計 6,675,495 6,401,539

無形固定資産   

ソフトウエア 146,660 128,297

その他 5,118 5,141

無形固定資産合計 151,779 133,439

投資その他の資産   

投資有価証券 443,231 437,807

長期貸付金 419,052 520,791

繰延税金資産 － 32,766

破産更生債権等 88,917 94,223

その他 989,442 822,330

貸倒引当金 △89,740 △95,248

投資その他の資産合計 1,850,903 1,812,671

固定資産合計 8,678,178 8,347,650

資産合計 26,419,180 26,348,644
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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   

支払手形及び買掛金 4,661,944 4,172,355

短期借入金 12,716,562 12,525,273

未払法人税等 8,542 7,826

前受金 2,030,187 1,422,344

賞与引当金 249,498 267,342

その他 514,260 432,527

流動負債合計 20,180,997 18,827,669

固定負債   

長期借入金 1,465,498 1,499,785

長期未払金 23,458 25,590

退職給付引当金 1,469,748 1,474,656

役員退職慰労引当金 166,012 161,800

繰延税金負債 20,060 41,559

その他 5,460 5,460

固定負債合計 3,150,237 3,208,852

負債合計 23,331,235 22,036,521

純資産の部   

株主資本   

資本金 910,174 910,174

資本剰余金 734,930 734,930

利益剰余金 1,368,173 2,511,459

自己株式 △13,703 △13,703

株主資本合計 2,999,576 4,142,861

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 26,406 53,094

評価・換算差額等合計 26,406 53,094

新株予約権 44,964 23,529

少数株主持分 16,998 92,637

純資産合計 3,087,945 4,312,123

負債純資産合計 26,419,180 26,348,644
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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 10,270,831

売上原価 10,891,494

売上総損失（△） △620,663

販売費及び一般管理費 648,405

営業損失（△） △1,269,069

営業外収益  

受取利息 14,383

受取配当金 3,898

持分法による投資利益 214,315

為替差益 48,851

その他 77,930

営業外収益合計 359,380

営業外費用  

支払利息 165,978

その他 38,621

営業外費用合計 204,599

経常損失（△） △1,114,287

特別利益  

貸倒引当金戻入額 8,068

その他 648

特別利益合計 8,717

特別損失  

固定資産除却損 2,333

特別損失合計 2,333

税金等調整前四半期純損失（△） △1,107,903

法人税、住民税及び事業税 4,000

法人税等調整額 43,279

法人税等合計 47,280

少数株主損失（△） △76,138

四半期純損失（△） △1,079,045
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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損失（△） △1,107,903

減価償却費 251,465

持分法による投資損益（△は益） △214,315

退職給付引当金の増減額（△は減少） △4,908

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,212

賞与引当金の増減額（△は減少） △17,843

貸倒引当金の増減額（△は減少） 20,350

受取利息及び受取配当金 △18,282

支払利息 165,978

有形固定資産除却損 2,326

売上債権の増減額（△は増加） △1,250,382

たな卸資産の増減額（△は増加） △517,885

未収消費税等の増減額（△は増加） △118,168

仕入債務の増減額（△は減少） 549,577

前受金の増減額（△は減少） 607,843

為替差損益（△は益） △157,346

その他 221,994

小計 △1,583,287

利息及び配当金の受取額 18,401

利息の支払額 △168,909

法人税等の支払額 △9,535

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,743,330

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 △163,641

定期預金の払戻による収入 163,473

有形固定資産の取得による支出 △504,755

無形固定資産の取得による支出 △42,515

有形固定資産の売却による収入 21

投資有価証券の取得による支出 △443

貸付けによる支出 △7,200

貸付金の回収による収入 118,689

その他 1,096

投資活動によるキャッシュ・フロー △435,276

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） 425,765

長期借入れによる収入 412,000

長期借入金の返済による支出 △680,763

配当金の支払額 △63,942

少数株主への配当金の支払額 △500

財務活動によるキャッシュ・フロー 92,559

現金及び現金同等物に係る換算差額 154,332

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,931,715

現金及び現金同等物の期首残高 2,394,072

現金及び現金同等物の四半期末残高 462,357
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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．各区分に属する主要な製品 

  

  

  
自動車用プレ
ス金型事業 

（千円） 

自動車用溶接
治具事業 

（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  4,892,650  5,378,180  10,270,831  －  10,270,831

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  1,223,382  1,223,382 (1,223,382)  －

計  4,892,650  6,601,563  11,494,213 (1,223,382)  10,270,831

営業損失（△）  △942,043  △309,107  △1,251,150 (17,918)  △1,269,069

事業区分 主要製品 

自動車用プレス金型事業  自動車用プレス金型、検査用治具 

自動車用溶接治具事業  自動車用溶接治具 

〔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） 

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を

省略しております。 
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〔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．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．各区分に属する主な国又は地域 

(1）オセアニア………オーストラリア 

(2）アジア……………韓国、中国、インドネシア、インド 

(3）欧州………………フランス、ロシア 

(4）北米………………アメリカ 

(5）中南米……………アルゼンチン、ブラジル、メキシコ 

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。 

  

  オセアニア アジア 欧州 北米 中南米 計 

海外売上高（千円）  －  4,348,393  78,215  46,900  4,100,270  8,573,778

連結売上高（千円）            10,270,831

連結売上高に占める海外

売上高の割合（％） 
 －  42.3  0.8  0.5  39.9  83.5

（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。 

  

６．その他の情報  

該当事項はありません。 
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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        5,602,682  100.0

Ⅱ 売上原価        5,482,405  97.9

売上総利益        120,277  2.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費        649,518  11.6

営業損失        529,241  △9.4

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取利息  13,050            

２．受取配当金  4,263            

３．持分法による投資利益  92,642            

４．その他  70,005  179,962  3.2

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  125,327            

２．為替差損  32,411            

３．その他  33,992  191,732  3.4

経常損失        541,011  △9.7

Ⅵ 特別利益                  

１．貸倒引当金戻入額  160,121            

２．退職給付引当金戻入額  95,420            

３．固定資産売却益  5,430            

４．その他  3,883  264,854  4.7

Ⅶ 特別損失                  

１．固定資産除却損  258            

２．その他  10,000  10,258  0.2

税金等調整前中間純損失        286,414  △5.1

法人税、住民税及び事業
税 

 3,720            

法人税等調整額  246,006  249,727  4.5

少数株主損失        23,667  0.4

中間純損失        512,474  △9.1
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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損失  △286,414

 減価償却費  276,882

 持分法投資損益 
（益：△） 

 △92,642

 退職給付引当金の増減額 
（減少：△） 

 △115,230

 役員退職慰労引当金の増減額 
（減少：△） 

 1,316

 賞与引当金の増減額 
（減少：△） 

 10,911

 貸倒引当金の増減額 
（減少：△） 

 △5,939

 受取利息及び受取配当金  △17,313

 支払利息  125,327

 有形固定資産除却損  258

 有形固定資産売却益  △5,430

 売上債権の増減額 
（増加：△） 

 877,937

 たな卸資産の増減額 
（増加：△） 

 △2,493,842

 未収消費税の増減額 
（増加：△） 

 28,816

 仕入債務の増減額 
（減少：△） 

 137,909

 前受金の増減額 
（減少：△） 

 256,867

 新株予約権  4,771

 為替差損益 
（差益：△） 

 26,255

 その他  26,156

小計  △1,243,402

 利息及び配当金の受取額  17,313

 利息の支払額  △125,181

 法人税等の支払額  △133,993

営業活動によるキャッシュ・フロー  △1,485,264
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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  △475,209

 定期預金の払戻による収入  463,488

 有形固定資産の取得による支出  △113,424

 無形固定資産の取得による支出  △65,366

 有形固定資産の売却による収入  2,230

 投資有価証券の取得による支出  △426

 貸付金の貸付による支出  △16,943

 貸付金の回収による収入  78,726

 その他  1,158

投資活動によるキャッシュ・フロー  △125,766

Ⅲ 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 
（減少：△） 

 △2,742

 長期借入金の借入による収入  1,800,000

 長期借入金の返済による支出  △800,094

 配当金の支払額  △60,481

 少数株主への配当金の支払額  △1,000

 自己株式取得による支出  △464

財務活動によるキャッシュ・フロー  935,217

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △23,743

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 
（減少：△） 

 △699,557

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,424,673

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高  725,115
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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） 

 （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．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の金額は17,664千円であり、親会社の総務・

財務部門等、一般管理部門に係る費用であります。 

３．追加情報 

当中間連結会計期間 

 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項（追加情報）」に記載のとおり、当中間連結会計

期間より当社及び国内連結子会社は、法人税法改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得した資産について

は、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌連

結会計年度より、取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含

めて計上しております。 

 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、自動車用プレ

ス金型事業が35,553千円、自動車用溶接治具事業が233千円増加し、営業損失が同額増加しております。 

  
自動車用プレス

金型事業 
（千円） 

自動車用溶接治
具事業 
（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  4,166,281  1,436,400  5,602,682 －  5,602,682

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  275,370  275,370 (275,370)  －

計  4,166,281  1,711,771  5,878,053 (275,370)  5,602,682

営業費用  4,509,428  1,880,201  6,389,630 (257,706)  6,131,923

営業利益又は営業損失（△）  △343,147  △168,429  △511,577 (17,664)  △529,241
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〔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） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を

省略しております。  

  

〔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） 

 （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．各区分に属する主な国又は地域 

(1）オセアニア………オーストラリア 

(2）アジア……………韓国、中国、インドネシア、インド 

(3）欧州………………ロシア、フランス 

(4）北米………………アメリカ 

(5）その他……………イラン、メキシコ、ブラジル 

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。 

  

  オセアニア アジア 欧州 北米  その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  －  1,611,196  23,757  255,540  5,377  1,895,871

Ⅱ 連結売上高（千円）            5,602,682

Ⅲ 連結売上高に占める海外

売上高の割合（％） 
 －  28.8  0.4  4.6  0.1  33.8
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