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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 5,381 ― △45 ― △222 ― △270 ―
20年3月期第2四半期 5,546 △9.2 73 △66.7 △58 ― △334 ―

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 △9.05 ―
20年3月期第2四半期 △11.16 ―

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 26,702 6,414 22.0 196.56
20年3月期 27,641 6,715 22.4 206.37

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  5,885百万円 20年3月期  6,180百万円

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

21年3月期（予想） ――― ――― ― 0.00 0.00

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 11,460 △1.5 410 62.3 50 ― 0 ― 0.00

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  無  

(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） 

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．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き作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性がありま
す。通期の業績予想に関する事項につきましては、本日平成20年11月13日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 
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  30,000,000株 20年3月期  30,000,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  56,434株 20年3月期  53,343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  29,945,182株 20年3月期第2四半期  29,953,070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２四半期連結累計期間のわが国経済は、米国を中心とする世界景気の急激な減速を背景に消費者心理にかげり

が見える状況となり、かつ、円高、原油価格・原材料価格の高騰などにより企業業績が弱含みとなりました。 

 このような状況下で、繊維・アパレル業界におきましては、消費者が衣料品の購入を控える傾向が強まり、それに

加えて天候不順で春夏物商戦が振るわず、業界全体として非常に厳しい状況で推移いたしました。 

 不動産賃貸業界、特に商業施設につきましては立地を絞った新規ショッピングセンターの建設が続いております

が、小売業の売上が減少する中、新規出店は減少しております。 

 このような事業環境の中で、当社グループは平成20年度からスタートした新中期経営計画「ＨＯＮＫＩ ２００８

三ヵ年計画」の諸施策に取り組みました。 

 しかしながら、不動産事業における「サントムーン柿田川」第２期開発事業の竣工に伴う売上高の大幅増加があっ

たものの、繊維・アパレル事業につきましては原油価格の高騰に伴う原材料高や天候不順、衣料品の買い控えの影響

を受け不振であった。この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高5,381百万円、営業損失45百万円、経

常損失222百万円といずれも前年同期を下回りました。また、特別利益に貸倒引当金戻入額等合計12百万円を、特別

損失に固定資産処分損等合計４百万円をそれぞれ計上し、これに法人税、住民税および事業税などを加減算した結

果、四半期純損失270百万円となりました。 

  

 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。 

（繊維・アパレル事業） 

 素材部門につきましては、非塩素防縮加工のＥウールはエコ防縮という商品性から引き合いは増えておりますが、

価格面で苦戦を強いられ売上高は前年同期を下回りました。 

 ユニフォーム部門につきましては、民需は原材料の高騰はあったものの、新規取引先の開拓などにより売上高は前

年同期を上回りました。官公需は国や地方自治体の予算削減による調達数量の減少が響き売上高は前年同期を下回り

ました。 

 衣料部門の紳士衣料につきましては、重衣料は前年度の出荷予定分が当期にずれ込んだ影響もあって売上高は前年

同期を上回りました。カジュアル衣料は市場が比較的堅調に推移した結果、売上高は前年同期を上回りました。婦人

衣料につきましては、総じて店頭売上の悪化に伴う受注減により売上高は前年同期を下回りました。 

 寝装品部門につきましては、市場全体の販売が低迷している中で、新規販売チャネル・新規市場の開拓に努めたと

ころ、夏場にエコ関連商品を新たに販売したことなどもあり売上高は前年同期を上回りました。 

 この結果、繊維・アパレル事業の売上高は4,317百万円、営業損失は186百万円となりました。 

（不動産事業） 

 不動産賃貸事業強化の観点から推進してまいりました「サントムーン柿田川」第２期開発事業（平成19年12月竣

工）による賃料収入の増加が、テナント退店による空室期間発生に伴う減収をカバーした結果、売上高は前年同期を

上回りました。 

 また、テナント退店後に「サントムーン柿田川」第３期開発事業として進めてまいりました「サントムーンアネッ

クス」が平成20年９月に完了し、静岡県東部地域における地域一番の商業施設として競争力をますます充実いたしま

した。 

 この結果、不動産事業の売上高は1,063百万円、営業利益は343百万円となりました。 

  

（注）１．上記の事業別セグメントの業績に記載している営業利益は、セグメント間の内部取引を含んだ金額を記載

しております。 

２．所在地別セグメントの業績については、全セグメントの売上高の合計に占める本邦の割合が90％を超えて

いるため、記載を省略しております。 

３．当社の消費税等に係る会計処理は、税抜方式によっているため、記載した金額には消費税等は含まれてお

りません。 

４．記載している見通し等将来についての事項は、本資料の発表日現在において判断したものであり、予測し

えない経済環境の変化等様々な要因があるため、その結果について当社グループが保証するものではあり

ません。 
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２．連結財政状態に関する定性的情報 

(1）資産、負債、純資産等の状況に関する分析 

① 資産 

 当第２四半期連結会計期間末における総資産の残高は26,702百万円となり、前期末に比べ938百万円減少（前

期末比3.4％減）しました。これは主に、現金及び預金の減少910百万円、受取手形及び売掛金の減少613百万

円、「サントムーン柿田川」第３期開発等に伴う有形固定資産の増加932百万円によるものであります。 

② 負債 

 当第２四半期連結会計期間末における負債の残高は20,287百万円となり、前期末に比べ638百万円減少（前期

末比3.0％減）しました。これは主に、支払手形及び買掛金の減少382百万円、短期借入金の増加1,374百万円、

設備支払手形の減少1,897百万円、長期預り保証金の増加452百万円によるものであります。 

③ 純資産 

 当第２四半期連結会計期間末における少数株主持分を含めた純資産の残高は6,414百万円となり、前期末に比

べ300百万円減少（前期末比4.5％減）しました。これは主に、四半期純損失270百万円によるものであります。 

  

(2）キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動によるキャッシ

ュ・フローで830百万円のプラス、投資活動によるキャッシュ・フローで3,093百万円のマイナス、財務活動による

キャッシュ・フローで1,343百万円のプラスとなりました。 

 これらの各活動に加え、為替相場の変動による資金に係る換算差額１百万円を減少した結果、資金の残高は833

百万円となり、前期末に比べ920百万円減少しました。 

 当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次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、830百万円のプラスとなりました。これは主に、売上債権の減少637百万

円、仕入債務の減少382百万円、預り保証金の増加481百万円によるものであります。 

（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、3,093百万円のマイナスとなりました。これは主に、「サントムーン柿

田川」第２期並びに第３期開発計画等に伴う有形及び無形固定資産の取得による支出3,108百万円によるものであ

ります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、1,343百万円のプラスとなりました。これは主に、短期借入金の純増加

額251百万円、長期借入れによる収入2,244百万円、長期借入金の返済による支出1,151百万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 

 通期の業績予想につきましては、当第２四半期連結累計期間までの業績や国内経済の先行き不透明感等を勘案

し、平成20年５月15日発表の予想数値を変更しております。詳細につきましては、本日平成20年11月13日公表の

「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

  

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 

該当事項はありません。 

  

（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第１四半期連結会計期間から、「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。 

これにより、当第２四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響は

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 1,083,141 1,993,728

受取手形及び売掛金 2,356,058 2,969,682

有価証券 740,208 740,625

商品 815,989 821,925

製品 24,607 4,133

半製品 13,088 13,017

原材料 155,359 154,483

仕掛品 268,304 259,672

繰延税金資産 － 135,635

その他 293,492 455,601

貸倒引当金 △23,393 △25,788

流動資産合計 5,726,858 7,522,718

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 9,913,432 8,984,892

土地 9,466,933 9,466,933

その他（純額） 522,424 518,232

有形固定資産合計 19,902,790 18,970,058

無形固定資産 110,744 113,229

投資その他の資産   

投資有価証券 342,520 388,288

破産更生債権等 787,979 814,389

その他 365,913 367,450

貸倒引当金 △534,262 △534,848

投資その他の資産合計 962,151 1,035,279

固定資産合計 20,975,686 20,118,567

資産合計 26,702,544 27,641,286
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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 1,585,294 1,968,100

短期借入金 4,340,145 2,965,826

未払法人税等 51,430 16,277

繰延税金負債 468 －

返品調整引当金 83,929 203,415

賞与引当金 31,460 29,464

その他 841,002 2,687,006

流動負債合計 6,933,732 7,870,089

固定負債   

長期借入金 6,447,570 6,477,710

長期預り保証金 3,851,464 3,399,034

繰延税金負債 11,246 146,041

再評価に係る繰延税金負債 2,941,904 2,941,904

退職給付引当金 78,393 56,208

その他 23,500 34,950

固定負債合計 13,354,078 13,055,849

負債合計 20,287,810 20,925,939

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,500,000 1,500,000

資本剰余金 503,375 503,375

利益剰余金 △445,199 △174,308

自己株式 △6,378 △6,096

株主資本合計 1,551,798 1,822,970

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 15,885 35,845

繰延ヘッジ損益 △2,314 △2,184

土地再評価差額金 4,264,422 4,264,422

為替換算調整勘定 55,865 59,043

評価・換算差額等合計 4,333,858 4,357,126

少数株主持分 529,076 535,250

純資産合計 6,414,733 6,715,347

負債純資産合計 26,702,544 27,641,286
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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 5,381,546

売上原価 4,254,018

売上総利益 1,127,528

販売費及び一般管理費 1,173,174

営業損失（△） △45,646

営業外収益  

受取利息 4,943

その他 15,083

営業外収益合計 20,027

営業外費用  

支払利息 177,941

その他 18,990

営業外費用合計 196,931

経常損失（△） △222,550

特別利益  

固定資産売却益 290

投資有価証券売却益 9,552

貸倒引当金戻入額 2,979

特別利益合計 12,821

特別損失  

固定資産処分損 3,358

その他 888

特別損失合計 4,246

税金等調整前四半期純損失（△） △213,975

法人税、住民税及び事業税 46,144

法人税等調整額 13,506

法人税等合計 59,650

少数株主損失（△） △2,735

四半期純損失（△） △270,890
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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（△） △213,975

減価償却費 298,223

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,979

返品調整引当金の増減額（△は減少） △119,485

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,996

退職給付引当金の増減額（△は減少） 22,185

受取利息及び受取配当金 △8,104

支払利息 177,941

固定資産除売却損益（△は益） 3,068

投資有価証券売却損益（△は益） △9,552

売上債権の増減額（△は増加） 637,352

たな卸資産の増減額（△は増加） △24,246

仕入債務の増減額（△は減少） △382,568

預り保証金の増減額（△は減少） 481,108

その他 145,204

小計 1,006,168

利息及び配当金の受取額 8,485

利息の支払額 △172,078

法人税等の支払額 △12,103

営業活動によるキャッシュ・フロー 830,472

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形及び無形固定資産の取得による支出 △3,108,549

固定資産の除却による支出 △400

有形及び無形固定資産の売却による収入 1,147

投資有価証券の取得による支出 △705

投資有価証券の売却による収入 21,516

その他 △6,523

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,093,514

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） 251,675

長期借入れによる収入 2,244,000

長期借入金の返済による支出 △1,151,497

自己株式の純増減額（△は増加） △281

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,343,897

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,442

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △920,587

現金及び現金同等物の期首残高 1,753,728

現金及び現金同等物の四半期末残高 833,141
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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．事業区分の方法 

 事業区分の方法は、事業の種類の類似性並びに製品の種類、性質及び販売市場等の類似性を考慮して区分し

ております。  

２．各事業区分の主要品目 

３．当第２四半期連結累計期間に「サントムーン柿田川」第３期開発の改修工事が完了したこと等に伴う不動産

事業の資産の増加額は1,220,259千円であります。 

  

  
繊維・アパレ
ル事業 

（千円） 

不動産事業 
（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  4,317,689  1,063,857  5,381,546  －  5,381,546

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 404  4,717  5,122  (5,122)  －

計  4,318,094  1,068,575  5,386,669  (5,122)  5,381,546

営業利益又は営業損失（△）  △186,676  343,698  157,021  (202,667)  △45,646

事業区分 売上区分 主要品目 

繊維・アパレル

事業 

素材部門 糸、織物 

ユニフォーム部門 ユニフォーム用素材、制服 

衣料部門 紳士服、婦人服 

寝装品部門 ふとん、毛布、シーツ 

不動産事業   不動産賃貸、商業施設の運営・管理 

〔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。 

  

〔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） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

（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。 
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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        5,546,833  100.0

Ⅱ 売上原価        4,227,195  76.2

売上総利益        1,319,638  23.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費        1,245,840  22.5

営業利益        73,797  1.3

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取利息  5,585            

２．受取配当金  3,450            

３．その他  12,295  21,331  0.4

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  134,155            

２．その他  19,208  153,364  2.7

経常損失        58,234  △1.0

Ⅵ 特別利益                  

１．固定資産売却益  13,723            

２．投資有価証券売却益  3,960  17,683  0.3

Ⅶ 特別損失                  

１．固定資産処分損  121,712            

２．貸倒引当金繰入額  35,705            

３．過年度役員退職慰労引当
金繰入額 

 30,637            

４．その他  7,374  195,430  3.6

税金等調整前中間純損失        235,981  △4.3

法人税、住民税及び事業
税 

 11,953            

法人税等調整額  67,592  79,545  1.4

少数株主利益        18,666  0.3

中間純損失        334,193  △6.0
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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 

  

１ 税金等調整前中間純損失  △235,981

２ 減価償却費  216,265

３ 貸倒引当金増減額（減少：
△） 

 9,235

４ 返品調整引当金増減額（減
少：△） 

 △96,472

５ 賞与引当金増減額（減少：
△） 

 △2,938

６ 退職給付引当金増減額（減
少：△） 

 △93,657

７ 受取利息及び受取配当金  △9,036

８ 支払利息  134,155

９ 固定資産処分（売却）損益
（益：△） 

 107,988

10 売上債権増減額（増加：△）  282,267

11 たな卸資産増減額（増加：
△） 

 66,322

12 仕入債務増減額（減少：△）  △391,859

13 預り保証金増減額（減少：
△） 

 △93,902

14 その他   △198,685

小計  △306,298

15 利息及び配当金の受取額   9,417

16 利息の支払額   △126,098

17 法人税等の支払額   △13,156

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー 

 △436,135

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フ
ロー 

  

１ 有形・無形固定資産取得によ
る支出 

 △432,536

２ 有形・無形固定資産処分によ
る支出 

 △14,567

３ 有形・無形固定資産売却によ
る収入 

 414,876

４ 投資有価証券取得による支出  △705

５ 投資有価証券売却による収入  303,960

６ その他   125,120

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー 

 396,147

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フ
ロー 

     

１ 短期借入金純増減額（純減
少：△）  

 △1,328,836

２ 長期借入による収入  1,779,000

３ 長期借入金返済による支出  △642,908

４ 自己株式純増減額（純増加：
△） 

 △694

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー 

 △193,439

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算
差額 

 26,040

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額
（減少：△） 

 △207,387

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,619,578

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末
残高 

 1,412,190
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〔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．事業区分の方法 

 事業区分の方法は、事業の種類の類似性並びに製品の種類、性質及び販売市場等の類似性を考慮して区分して

おります。  

２．各事業区分の主要品目 

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の金額は223,444千円であり、すべて連結財

務諸表提出会社の経営企画部及び経理部に係る費用であります。 

  

  
繊維・アパレ
ル事業 

（千円） 

不動産事業 
（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  4,847,607  699,226  5,546,833  －  5,546,833

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  4,717  4,717  (4,717)  －

計  4,847,607  703,944  5,551,551  (4,717)  5,546,833

営業費用  4,847,140  407,168  5,254,308  218,727  5,473,035

営業利益  466  296,776  297,242  (223,444)  73,797

事業区分 売上区分 主要品目 

繊維・アパレル

事業 

素材部門 糸、織物 

ユニフォーム部門 ユニフォーム用素材、制服 

衣料部門 紳士服、婦人服 

ブランド部門 ブランド賃貸等 

寝装品部門 ふとん、毛布、シーツ 

不動産事業   不動産賃貸、商業施設の運営・管理 

〔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） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 
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