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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 16,430 ― 2,018 ― 2,191 ― 1,297 ―

20年3月期第3四半期 17,085 10.9 2,497 17.6 2,619 12.6 1,542 3.6

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3四半期 55.08 ―

20年3月期第3四半期 65.43 ―

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3四半期 29,505 21,491 72.8 919.44
20年3月期 29,566 20,981 70.9 889.41

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  21,491百万円 20年3月期  20,969百万円

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  

   21年3月期期末配当金（予想）の内訳  普通配当金 8円50銭  記念配当金 3円00銭  

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 ― 8.50 ― 8.50 17.00
21年3月期 ― 8.50 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 11.50 20.00

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 21,200 △6.3 2,070 △30.1 2,280 △22.5 1,120 △31.7 48.22

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. その他をご覧下さい。  

(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. 本資料に記載されている業績予想につきましては、現時点で予想可能な情報にもとづき作成しています。したがいまして、予想に内在するさまざまな不確定要因や今
後の事業運営における状況変化等により、実際の業績は見通しとは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3四半期  23,661,000株 20年3月期  23,661,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  286,971株 20年3月期  83,932株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  23,549,894株 20年3月期第3四半期  23,577,707株
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 当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、米国におけるサブプライムローン問題を契機とした世界的な

金融・資本市場の混乱が、実体経済面にも大きく影響を及ぼし、景気の悪化は深刻化しました。 

 当社グループの属する産業防災保安機器業界におきましても上期は半導体・液晶関連業界を中心とした受注残を

抱え好調に推移しましたが、下期以降は、一転して急激な景気減速の影響を受け、主要顧客の設備投資計画延期等

により、市場は縮小することとなりました。 

 このような環境の下、当第３四半期連結会計期間の連結売上高は５０億２千４百万円（前年同四半期連結会計期

間比１４．４％減）、連結営業利益は３億３千６百万円（前年同四半期連結会計期間比５７．８％減）、連結経常

利益は３億３千１百万円（前年同四半期連結会計期間比５９．２％減）、連結四半期純利益は１億３千８百万円

（前年同四半期連結会計期間比７１．４％減）となりました。 

 なお、平成21年３月期第１四半期及び第２四半期に係る連結経営成績に関する定性的情報については、平成21年

３月期第１四半期決算短信（平成20年８月12日開示）及び第２四半期決算短信（平成20年11月14日開示）をご参照

ください。 

  

（１) 財政状態の分析 

  当第３四半期連結会計期間末の資産につきましては、前連結会計年度末と比較して６千１百万円減少し、２９５

億５百万円（前連結会計年度末比０．２％減）となりました。流動資産につきましては、前連結会計年度末と比較

して４億２千１百万円減少し、１８７億２千５百万円となりました。これは、売上債権の減少によるものでありま

す。固定資産につきましては、前連結会計年度末と比較して３億６千万円増加し、１０７億７千９百万円となりま

した。これは主に、工場用地を７億９千万円で取得したことによるものであります。 

  当第３四半期連結会計期間末の負債につきましては、前連結会計年度末と比較して５億７千万円減少し、８０億

１千４百万円（前連結会計年度末比６．６％減）となりました。流動負債につきましては、前連結会計年度末と比

較して５億７千２百万円減少し、５７億５千９百万円となりました。これは主に、未払法人税等が５億７千４百万

円減少したことによるものであります。固定負債につきましては、前連結会計年度末と比較して２百万円増加し、

２２億５千４百万円となりました。 

 当第３四半期連結会計期間末の純資産につきましては、前連結会計年度末と比較して５億９百万円増加し、２１

４億９千１百万円（前連結会計年度末比２．４％増）となりました。これは主に、当第３四半期連結累計期間の純

利益１２億９千７百万円の計上、中間及び期末配当金４億２百万円の支払い等により利益剰余金が８億９千５百万

円増加した一方、自己株式が１億１千２百万円増加、その他有価証券評価差額金が２億７百万円減少したこと等に

よるものであります。 

（２) キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末と比

較して７千９百万円増加し、４７億３千２百万円となりました。 

当第３四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） 

営業活動の結果獲得した資金は、１７億７千９百万円となりました。これは、税金等調整前四半期純利益２１億

１千８百万円、減価償却費４億１千７百万円の計上、売上債権の減少４億９千９百万円及び法人税等の支払額１２

億６千２百万円等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） 

投資活動の結果使用した資金は、11億９千４百万円となりました。これは、有形固定資産の取得による支出１０

億８千４百万円等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） 

財務活動の結果使用した資金は、２億８千６百万円となりました。これは、運転資金としての短期借入金が３億

円増加した一方、自己株式の取得による支出１億１千１百万円及び配当金の支払額４億３百万円等によるものであ

ります。 

  

【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 

 平成20年5月14日付け平成21年3月期の業績予想を修正いたしました。詳細につきましては、本日（平成21年2月13

日付け）別途公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
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該当事項はありません。  

  

   

（簡便な会計処理） 

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  

 法人税等の納付額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法

によっております。 

 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ため、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を用いて算定しております。 

  

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

該当事項はありません。 

  

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 

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」（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棚卸資産の評価基準及び評価方法 

 「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、従来と同一の基準によった場合と比べ、損益に与える影響はありません。 

  

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  

 「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。 

 これに伴う営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 5,229,279 4,602,201 

受取手形及び売掛金 8,829,433 9,365,231 

有価証券 － 150,566 

商品及び製品 1,150,186 1,321,095 

半製品 786,875 682,317 

原材料 744,898 666,564 

仕掛品 1,358,348 1,532,895 

その他 629,631 830,318 

貸倒引当金 △2,854 △3,676 

流動資産合計 18,725,797 19,147,515 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,624,206 2,720,744 

機械装置及び運搬具（純額） 286,527 350,546 

土地 4,134,515 3,262,433 

建設仮勘定 126,422 116,408 

その他（純額） 284,973 269,566 

有形固定資産合計 7,456,644 6,719,699 

無形固定資産 142,810 53,087 

投資その他の資産   

投資有価証券 2,133,070 2,605,313 

その他 1,078,806 1,042,890 

貸倒引当金 △32,030 △2,400 

投資その他の資産合計 3,179,846 3,645,803 

固定資産合計 10,779,301 10,418,590 

資産合計 29,505,099 29,566,105 
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 2,869,707 2,918,604 

短期借入金 1,280,105 1,037,120 

未払法人税等 44,797 619,405 

賞与引当金 324,773 435,002 

製品保証引当金 117,804 169,490 

受注損失引当金 7,543 106,355 

その他 1,114,289 1,045,747 

流動負債合計 5,759,019 6,331,725 

固定負債   

社債 400,000 400,000 

長期借入金 876,360 891,000 

退職給付引当金 285,495 296,492 

役員退職慰労引当金 322,651 493,902 

負ののれん 66,096 419 

その他 304,389 170,608 

固定負債合計 2,254,992 2,252,423 

負債合計 8,014,012 8,584,149 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,565,500 2,565,500 

資本剰余金 2,826,219 2,826,237 

利益剰余金 16,013,396 15,118,379 

自己株式 △162,683 △49,699 

株主資本合計 21,242,432 20,460,418 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 288,048 495,821 

為替換算調整勘定 △39,393 13,364 

評価・換算差額等合計 248,654 509,186 

少数株主持分 － 12,352 

純資産合計 21,491,086 20,981,956 

負債純資産合計 29,505,099 29,566,105 
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 16,430,746

売上原価 10,052,526

売上総利益 6,378,220

販売費及び一般管理費 4,359,383

営業利益 2,018,836

営業外収益  

受取利息 12,053

受取配当金 45,763

負ののれん償却額 11,960

受取保険金及び配当金 142,936

持分法による投資利益 30,900

雑収入 31,050

営業外収益合計 274,664

営業外費用  

支払利息 34,943

為替差損 63,877

雑損失 3,003

営業外費用合計 101,824

経常利益 2,191,676

特別利益  

固定資産売却益 15,735

貸倒引当金戻入額 100

特別利益合計 15,835

特別損失  

固定資産売却損 4,399

固定資産除却損 9,649

投資有価証券評価損 40,793

ゴルフ会員権評価損 10,380

ゴルフ会員権貸倒引当金繰入額 24,150

特別損失合計 89,372

税金等調整前四半期純利益 2,118,139

法人税、住民税及び事業税 658,421

法人税等調整額 162,480

法人税等合計 820,902

四半期純利益 1,297,236
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 5,024,230

売上原価 3,267,814

売上総利益 1,756,416

販売費及び一般管理費 1,419,740

営業利益 336,675

営業外収益  

受取利息 3,857

受取配当金 16,116

負ののれん償却額 3,986

受取保険金及び配当金 78,067

持分法による投資利益 20,738

雑収入 10,033

営業外収益合計 132,800

営業外費用  

支払利息 11,354

為替差損 125,329

雑損失 1,693

営業外費用合計 138,377

経常利益 331,097

特別利益  

固定資産売却益 5,039

特別利益合計 5,039

特別損失  

固定資産売却損 3,140

固定資産除却損 2,926

投資有価証券評価損 40,793

ゴルフ会員権評価損 4,000

ゴルフ会員権貸倒引当金繰入額 2,700

特別損失合計 53,560

税金等調整前四半期純利益 282,577

法人税、住民税及び事業税 △2,155

法人税等調整額 145,774

法人税等合計 143,619

四半期純利益 138,957
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年12月31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 2,118,139

減価償却費 417,346

負ののれん償却額 △11,960

貸倒引当金の増減額（△は減少） 28,897

賞与引当金の増減額（△は減少） △115,479

製品保証引当金の増減額（△は減少） △51,685

退職給付引当金の増減額（△は減少） △65,055

受注損失引当金の増減額（△は減少） △98,812

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △272,317

受取利息及び受取配当金 △57,816

支払利息 34,943

為替差損益（△は益） 199,568

持分法による投資損益（△は益） △30,900

固定資産売却損益（△は益） △11,335

固定資産除却損 9,649

投資有価証券評価損益（△は益） 40,793

ゴルフ会員権評価損 10,380

売上債権の増減額（△は増加） 499,640

たな卸資産の増減額（△は増加） 170,370

仕入債務の増減額（△は減少） 28,792

未払消費税等の増減額（△は減少） 66,761

その他 106,450

小計 3,016,369

利息及び配当金の受取額 58,007

利息の支払額 △32,360

法人税等の支払額 △1,262,604

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,779,411

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 △88,164

定期預金の払戻による収入 24,019

有価証券の償還による収入 100,000

有形固定資産の取得による支出 △1,084,201

有形固定資産の売却による収入 50,352

無形固定資産の取得による支出 △102,071

無形固定資産の売却による収入 4,214

投資有価証券の取得による支出 △53,363

貸付金の回収による収入 180

子会社株式の取得による支出 △6,676

関係会社株式の取得による支出 △34,381

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△3,962

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,194,052

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） 300,000

長期借入れによる収入 300,000

長期借入金の返済による支出 △371,655

自己株式の純増減額（△は増加） △111,871

配当金の支払額 △403,394

財務活動によるキャッシュ・フロー △286,920

現金及び現金同等物に係る換算差額 △218,708

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 79,730

現金及び現金同等物の期首残高 4,652,546

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,732,276
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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。 

  

 該当事項はありません。 

  

 当第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期

間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 当連結グループは、各種産業用測定機器の製造、販売を主事業としている専門メーカーでありますが、１セ

グメントの売上高は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占める割合がいずれも90％

超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。  

  

 当第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期

間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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。  

  

当第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 （注）１ 海外売上高は、当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。 

２ 国または地域の区分の方法及び各区分に属する主な国または地域 

(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）各区分に属する主な国または地域 

① アジア…………韓国・中国・台湾・シンガポール 

② 北米……………アメリカ・カナダ 

③ 欧州……………ドイツ・ノルウェイ 

④ その他の地域…ブラジル・オーストラリア  

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（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〕 

〔海外売上高〕 

  アジア 北米 欧州 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  491,761  203,800  98,439  28,759  822,761

Ⅱ 連結売上高（千円）          5,024,230

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 9.8  4.0  2.0  0.6  16.4

  アジア 北米 欧州 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,492,369  676,611  404,938  109,435  2,683,354

Ⅱ 連結売上高（千円）          16,430,746

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 9.1  4.1  2.4  0.7  16.3

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 当社は、平成20年11月14日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用され

る同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を決議し、当第３四半期連結会計期間に111,276千円

（200,000株）の自己株式を取得しました。この結果、当第３四半期連結会計期間末において、自己株式は

162,683千円（286,971株）となっております。 
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

  

  

  

科目 

 前年同四半期

（平成20年３月期    
第３四半期） 

   

金額（百万円）

    

Ⅰ 売上高  17,085

Ⅱ 売上原価  10,544

売上総利益  6,541

Ⅲ 販売費及び一般管理費  4,043

営業利益  2,497

Ⅳ 営業外収益  168

Ⅴ 営業外費用  46

経常利益  2,619

Ⅵ 特別利益  1

Ⅶ 特別損失  35

税金等調整前四半期純利益  2,585

法人税等  1,039

少数株主利益  3

四半期純利益  1,542
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  

  

前年同四半期 

（平成20年３月期    

第３四半期）     

区分 金額（百万円） 

Ⅰ 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  2,585

減価償却費  352

減損損失  16

賞与引当金の減少額（△）又は増加額  △60

退職給付引当金の減少額（△）又は増加額  △76

役員退職慰労引当金の減少額（△）又は増加額  △97

受取利息及び受取配当金  △44

支払利息  33

為替差益（△）又は差損  8

持分法による投資利益  △76

売上債権の増加額（△）又は減少額  △967

たな卸資産の増加額（△）又は減少額  △341

仕入債務の減少額（△）又は増加額  210

未払消費税等の減少額（△）又は増加額  △51

その他  △121

小計  1,370

利息及び配当金の受取額  48

利息の支払額  △33

法人税等の支払額  △1,252

営業活動によるキャッシュ・フロー  132

Ⅱ 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  △380

有形固定資産の売却による収入  8

有価証券の取得による支出  △100

投資有価証券の取得による支出  △3

投資有価証券の売却による収入  65

ゴルフ会員権の取得による支出  △10

預託保証金返金による収入  3

投資活動によるキャッシュ・フロー  △418

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  500

長期借入金の返済による支出  △571

社債の発行による収入  300

社債の償還による支出  △500

自己株式の純増加額   △0

配当金の支払額  △401

財務活動によるキャッシュ・フロー  △673

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △13

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額又は減少額（△）  △972

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  5,215

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高  4,242
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 前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

 当連結グループは、各種産業用測定機器の製造、販売を主事業としている専門メーカーでありますが、１セ

グメントの売上高は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占める割合がいずれも90％

超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

 前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31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。 

  

（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〕 

〔海外売上高〕 

 前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

 （注）１ 海外売上高は、当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。 

２ 国または地域の区分の方法及び各区分に属する主な国または地域 

(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）各区分に属する主な国または地域 

① アジア…………韓国・中国・台湾・シンガポール 

② 北米……………アメリカ・カナダ 

③ 欧州……………ドイツ・ノルウェイ 

④ その他の地域…ブラジル・オーストラリア 

  

  

  アジア 北米 欧州 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  1,766  674  379  111  2,931

Ⅱ 連結売上高（百万円）          17,085

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 10.3  4.0  2.2  0.7  17.2
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該当事項はありません。  

  

  

６．その他の情報 
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