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1.  平成21年5月期第2四半期の連結業績（平成20年6月1日～平成20年11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5月期第2四半期 563 △18.6 △118 ― △161 ― △102 ―

20年5月期第2四半期 692 △34.3 △160 ― △199 ― △140 ―

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2四半期 △1,695.84 ―

20年5月期第2四半期 △2,314.63 ―

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2四半期 3,585 1,917 53.5 31,912.90
20年5月期 4,091 2,033 49.7 33,423.43

（参考） 自己資本   21年5月期第2四半期  1,917百万円 20年5月期  2,033百万円

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  有  
 

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年5月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年5月期（予想） ――― ――― ― 0.00 0.00

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） 
（％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 802 △53.5 △301 ― △389 ― △256 ― △4,260.63

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）

（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．上記の予想は、本資料発表日現在において予想できる経済情勢、市場動向などを前提として作成したものであり、今後のさまざまな要因により、予想と異なる結果と
なる可能性があります。 
２．四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。  

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5月期第2四半期  63,841株 20年5月期  63,841株

② 期末自己株式数 21年5月期第2四半期  3,756株 20年5月期  3,000株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年5月期第2四半期  60,709株 20年5月期第2四半期  60,841株

- 1 -



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における当社グループの売上高は、563百万円となりました（前年同期692百万円より

129百万円減少）。前半は主力製品であるＣＣＤ／Ｃ－ＭＯＳイメージャ向け検査装置への投資が韓国で再開された

ことにより、好調に推移しておりましたが、後半は米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的な景気の悪化

により、需要に力強さがなくなったことから期初予想より下回る結果となりました。 

売上総利益は214百万円となりました（前年同期301百万円より87百万円減少）。販売費及び一般管理費は、人件費

の削減をはじめコスト管理を徹底し、経費削減に取り組んだことにより、333百万円となりました（前年同期462百万

円より128百万円減少）。以上により、営業損失118百万円の計上となりました（前年同期の営業損失160百万円より

41百万円の損失減少）。 

円高による為替差損32百万円の発生等も加わり、経常損失は161百万円となりました（前年同期の経常損失199百万

円より37百万円の損失減少）。  

特別損益及び法人税等を加減した当第２四半期純損失は、102百万円となりました（前年同期の中間純損失140百万

円より37百万円の損失減少）。 

なお前年同期の数値は、参考として記載しております。 

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。  

(電子部品検査装置事業） 

電子部品検査装置事業において、当社グループの主要取引先である半導体業界は、世界経済の後退や円高の影響

により、多くの企業が減収・減益となっており、依然として設備投資は控えております。このような状況の中、当

社グループは新規事業の開拓等を進め、太陽電池パネルメーカー向けの検査装置の販売は期初目標を達成いたしま

した。しかし主力製品である光源装置に関しては、特に後半において需要に力強さがなく期初目標を達成する事が

できませんでした。 

以上のような状況から、当セグメントの当第２四半期連結累計期間における外部顧客に対する売上高は515百万

円となりました。 

(セキュリティ関連事業）  

セキュリティ関連事業において、受託研究を引き続き行い、画像処理技術を用いたセキュリティ製品等の販売を

行った結果、当セグメントの当第２四半期連結累計期間における外部顧客に対する売上高は47百万円となりまし

た。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ505百万円減少し、3,585百万円となりました。

流動資産は、前連結会計年度末に比べ626百万円減少し、2,470百万円となりました。これは主に現金及び預金の減

少等によるものであります。固定資産は、前連結会計年度末に比べ120百万円増加し、1,115百万円となりました。 

当第２四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ389百万円減少し、1,668百万円となりました。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ172百万円減少し、691百万円となりました。固定負債は、前連結会計年度末

に比べ217百万円減少し、977百万円となりました。これは、長期借入金の減少等によるものであります。 

当第２四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ116百万円減少し、1,917百万円となりました。

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は、前連結会計年度末に比べ796百万円減少し、1,092百

万円となりました。 

 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)  

当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは131百万円の支出となりました。これは

主に税金等調整前四半期純損失138百万円、仕入債務の減少額53百万円があったこと等によるものです。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー)  

当第２四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは427百万円の支出となりました。これは

主に定期預金の預入による支出301百万円、投資有価証券の取得による支出114百万円等によるものです。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー)  

当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは237百万円の支出となりました。長期借

入れによる収入50百万円はあったものの、長期借入金の返済による支出219百万円があったこと等によるものです。
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

通期黒字化の達成を 優先課題として、第１四半期連結会計期間に引き続き、組織体制の変革やコスト削減に尽力

しており、当第２四半期連結会計期間においても、成果が出ております。しかし世界的な景気減速感が強まり、当社

グループの主要顧客である半導体業界は依然として設備投資の抑制等厳しい見通しが続いております。 

以上のような状況から、当連結会計年度におきましては、売上高802百万円、営業損失301百万円、経常損失389百

万円、当期純損失256百万円と予想しております。  

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） 

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 

    （会計処理基準に関する事項の変更） 

     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 

たな卸資産 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、製品・仕掛品については主として個別法による

原価法、原材料については月次総平均法による原価法によっておりましたが、当第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、それぞれ、製品・仕掛品については主として個別法による原価法（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）、原材料については月次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。これにより、当第２四半期連結累計

期間の営業利益及び経常利益は4,024千円、税金等調整前四半期純利益は 12,857千円それぞれ減少しており

ます。 

     （追加情報） 

 平成20年度の法人税法の改正を契機に有形固定資産の耐用年数を見直した結果、当第１四半期連結会計

期間より機械及び装置の一部について、耐用年数を変更しております。 

 なお、この変更による損益への影響は軽微であります。 

㈱インターアクション(7725)平成21年5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11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５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,419,957 1,944,820

受取手形及び売掛金 221,425 293,269

有価証券 24,013 30,564

製品 119,127 116,762

原材料 311,243 316,328

仕掛品 258,559 316,344

その他 115,737 78,695

流動資産合計 2,470,063 3,096,785

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 320,068 332,852

その他（純額） 282,285 309,913

有形固定資産合計 602,354 642,765

無形固定資産   

その他 52,603 47,179

無形固定資産合計 52,603 47,179

投資その他の資産   

その他 477,389 304,994

貸倒引当金 △16,440 －

投資その他の資産合計 460,949 304,994

固定資産合計 1,115,906 994,939

資産合計 3,585,970 4,091,725

負債の部   

流動負債   

買掛金 40,459 94,011

短期借入金 11,200 25,000

1年内返済予定の長期借入金 443,057 434,812

未払法人税等 4,055 2,131

製品保証引当金 15,536 23,076

その他 176,993 284,490

流動負債合計 691,301 863,522

固定負債   

社債 510,000 550,000

長期借入金 460,616 638,082

退職給付引当金 6,516 6,556

その他 50 50

固定負債合計 977,182 1,194,688

負債合計 1,668,483 2,058,210
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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11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５月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,102,711 1,102,711

資本剰余金 1,033,711 1,033,711

利益剰余金 234,738 337,691

自己株式 △448,798 △435,250

株主資本合計 1,922,364 2,038,865

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △4,877 △5,350

評価・換算差額等合計 △4,877 △5,350

純資産合計 1,917,486 2,033,514

負債純資産合計 3,585,970 4,091,725
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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６月１日 
 至 平成20年11月30日) 

売上高 563,219

売上原価 348,608

売上総利益 214,610

販売費及び一般管理費 333,446

営業損失（△） △118,836

営業外収益  

受取利息 2,978

受取配当金 0

固定資産賃貸料 6,858

その他 2,936

営業外収益合計 12,773

営業外費用  

支払利息 13,574

為替差損 32,632

その他 9,616

営業外費用合計 55,822

経常損失（△） △161,885

特別利益  

製品保証引当金戻入額 10,518

製造権譲渡益 30,437

特別利益合計 40,955

特別損失  

固定資産除却損 2,721

たな卸資産評価損 8,832

投資有価証券売却損 1,048

投資有価証券評価損 4,685

特別損失合計 17,287

税金等調整前四半期純損失（△） △138,217

法人税、住民税及び事業税 2,253

法人税等調整額 △37,518

法人税等合計 △35,265

四半期純損失（△） △102,952
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成20年11月30日) 

売上高 197,415

売上原価 133,464

売上総利益 63,950

販売費及び一般管理費 162,844

営業損失（△） △98,893

営業外収益  

受取利息 756

固定資産賃貸料 3,385

その他 2,497

営業外収益合計 6,638

営業外費用  

支払利息 6,572

為替差損 41,125

その他 3,889

営業外費用合計 51,588

経常損失（△） △143,842

特別利益  

製品保証引当金戻入額 4,775

特別利益合計 4,775

特別損失  

固定資産除却損 56

投資有価証券売却損 1,048

投資有価証券評価損 4,685

特別損失合計 5,789

税金等調整前四半期純損失（△） △144,857

法人税、住民税及び事業税 1,126

法人税等調整額 △52,478

法人税等合計 △51,352

四半期純損失（△） △93,505
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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６月１日 
 至 平成20年11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（△） △138,217

減価償却費 54,126

貸倒引当金の増減額（△は減少） 16,440

退職給付引当金の増減額（△は減少） △40

受取利息及び受取配当金 △2,979

製品保証引当金の増減額（△は減少） △7,540

支払利息及び保証料 14,291

為替差損益（△は益） 30,575

有形固定資産除却損 2,721

たな卸資産評価損 12,857

売上債権の増減額（△は増加） 38,963

たな卸資産の増減額（△は増加） 47,805

仕入債務の増減額（△は減少） △53,552

その他 △133,066

小計 △117,614

利息及び配当金の受取額 2,136

利息及び保証料の支払額 △16,249

法人税等の還付額 534

営業活動によるキャッシュ・フロー △131,191

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 △301,248

定期預金の払戻による収入 30,089

有形固定資産の取得による支出 △4,419

無形固定資産の取得による支出 △10,403

投資有価証券の取得による支出 △114,343

投資有価証券の売却による収入 1,057

敷金の差入による支出 △13,367

敷金の回収による収入 8,826

貸付けによる支出 △24,000

その他 △100

投資活動によるキャッシュ・フロー △427,909

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の返済による支出 △13,800

長期借入れによる収入 50,000

長期借入金の返済による支出 △219,221

社債の償還による支出 △40,000

自己株式の取得による支出 △13,548

配当金の支払額 △557

その他 △374

財務活動によるキャッシュ・フロー △237,501

現金及び現金同等物に係る換算差額 579

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △796,022

現金及び現金同等物の期首残高 1,888,446

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,092,423
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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６月１日 至 平成20年11月30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． 各区分に属する主要な製品 

３． 会計処理の方法の変更     

（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．その他（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。この変更に伴い、

従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益は、電子部品検査装置事業で4,024

千円減少しております。    

〔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６月１日 至 平成20年11月30日 ） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

 
電子部品 

検査装置事業 
（千円） 

セキュリティ
関連事業 
（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 515,625 47,593 563,219 － 563,219 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
2,400 972 3,372 (3,372) － 

計 518,025 48,566 566,591 (3,372) 563,219 

営業利益（又は営業損失△） 105,174 △20,213 84,961 (203,797) △118,836 

事業区分 主要製品  

 電子部品検査装置事業  光源装置、画像検査装置、テスター装置 

 セキュリティ関連事業  光応用センサー製品 
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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６月１日 至 平成20年11月30日） 

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

   (1) アジア・・・・・台湾、韓国、シンガポール、中国 

  (2) 北米・・・・・・アメリカ 

  (3) 欧州・・・・・・フランス 

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。 

  アジア 北米 欧州  計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 79,809 1,277 29,159 110,246 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － 563,219 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
14.2 0.2 5.2 19.6 
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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６月１日 
至 平成19年11月30日） 

区分 金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   692,660 100.0 

Ⅱ 売上原価   390,762 56.4 

売上総利益   301,898 43.6 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   462,085 66.7 

営業損失（△）   △160,187 △23.1 

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息 2,613     

２．受取配当金 0     

３．貸与資産賃貸料  7,641     

４．その他 2,616 12,872 1.8 

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息 13,971     

２．為替差損 23,096     

３．貸与資産諸費用  3,945     

４．その他 10,938 51,952 7.5 

経常損失（△）   △199,267 △28.8 

Ⅵ 特別利益       

１．製品保証引当金戻入益 7,447     

２．その他 49 7,497 1.1 

Ⅶ 特別損失       

１．固定資産売却損 5,656     

２．固定資産除却損 311 5,968 0.8 

税金等調整前中間純損失（△）   △197,739 △28.5 

法人税、住民税及び事業税 2,259     

法人税等調整額 △59,173 △56,914 △8.2 

中間純損失（△）   △140,824 △20.3 
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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６月１日 
至 平成19年11月30日） 

区分 金額（百万円） 

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（△） △197,739 

２．減価償却費  49,047 

３．貸倒引当金の減少額  △49 

４．製品保証引当金の増加額  837 

５．退職給付引当金の増加額  760 

６．受取利息及び受取配当金  △2,614 

７．支払利息及び保証料  14,666 

８．社債発行費 1,559 

９．保険解約損  2,587 

10．為替差損  20,623 

11．有形固定資産売却損  5,656 

12．有形固定資産除却損  311 

13．売上債権の増加額 93,385 

14．たな卸資産の増加額  △138,829 

15．仕入債務の増加額  30,966 

16．その他資産・負債増減額  △998 

小計 △306,600 

17．利息及び配当金の受取額  2,614 

18．利息及び保証料の支払額  △14,199 

19．法人税等の支払額  61,965 

営業活動によるキャッシュ・フロー △256,221 
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前中間連結会計期間 

（自 平成19年６月１日 
至 平成19年11月30日） 

区分 金額（百万円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

１．定期預金の預入による支出  △1,258 

２．有価証券の取得による支出  △37 

３．有形固定資産の取得による支出  △26,299 

４．有形固定資産の売却による収入  34,417 

５．無形固定資産の取得による支出  △13,406 

６．投資有価証券の取得による支出  △84,083 

７．投資有価証券の売却による収入  335 

８．敷金の差入れによる支出  △7,677 

９．敷金の回収による収入  9,115 

10．貸付金の回収による収入  2,700 

11．保険積立金の解約による収入  11,033 

12．その他資産増減額  2,779 

投資活動によるキャッシュ・フロー △72,381 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

１．短期借入れによる収入  400,000 

２．短期借入金の返済による支出  △260,000 

３．長期借入金の返済による支出  △185,006 

４．社債の発行による収入  98,440 

５．社債の償還による支出  △30,000 

６．配当金の支払額  △30,217 

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,782 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △7,875 

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △343,260 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,941,963 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 1,598,702 
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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６月１日 至 平成19年11月30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 各区分に属する主要な製品 

        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      

〔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６月１日 至 平成19年11月30日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。  

〔海外売上高〕 

前中間連結会計期間（自 平成19年６月１日 至 平成19年11月30日） 

（注）１ 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２ 各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

   (１) アジア・・・・・・台湾、韓国 

   (２) 北 米・・・・・・アメリカ 

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。  

 
電子部品 

検査装置事業 
（千円） 

セキュリティ
関連事業 
（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 582,480 110,180 692,660 － 692,660 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
11,100 28,500 39,600 (39,600) － 

計 593,580 138,680 732,260 (39,600) 692,660 

営業費用 447,739 185,704 633,444 219,404 852,848 

営業利益（又は営業損失△） 145,841 △47,024 98,816 (259,004) △160,187 

事業区分 主要製品  

 電子部品検査装置事業  光源装置、画像検査装置、テスター装置 

 セキュリティ関連事業  光応用センサー製品 

  
 前中間連結会計

期間(千円)  
主な内容  

 消去又は全社の項目に含めた 

 配賦不能営業費用の金額      
 258,346  親会社本社の管理部門に係る費用であります。

  アジア 北米 欧州  計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 47,532 13,653 － 61,186 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － 692,660 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
6.8 2.0 － 8.8 
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