
(財)財務会計基準機構会員 

平成 21 年４月 14 日 

各  位 

会 社 名 株 式 会 社 ユ ー シ ン 

代表者名 代表取締役社長 田邊 耕二 

                           （コード番号：6985 東証第一部） 

問合せ先 執行役員 

経理本部本部長 木下 和重 

                         TEL ：03（5401）4660 

 

 

（訂正・数値データ訂正あり）「平成 21 年 11 月期 第１四半期決算短信」の一部訂正について 
 

  

平成21年４月10日に発表いたしました「平成21年11月期 第１四半期決算短信」につきまして、一部訂

正がありますので、下記のとおりお知らせいたします。 

 株主はじめ関係者の皆様にご迷惑をお掛けしますことを深くお詫び申し上げます。 

 

記 

 

１．訂正理由 

当第１四半期連結会計期間より有信制造（中山）有限公司の仮決算日を９月 30 日から 11 月 30 日へ

変更し、同社の連結決算処理は平成 20 年 10 月１日から平成 21 年２月 28 日の５ヶ月間を対象としてお

りますが、監査法人によるレビューの過程で当該連結決算処理の誤りが発見されたことによります。 

 

２．訂正箇所 

訂正箇所は多岐に渡るため、次ページ以降に示しております。なお、訂正箇所には下線を付して表示

しております。 

 

以 上 
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（１ページ） 

【訂正前】 

(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 11 月期第 1四半期 12,060 △40.1 △349 － △589 － △987 － 

20 年 11 月期第 1四半期 20,130 18.8 1,160 505.8 927 243.2 626 316.7

 

 
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 11 月期第 1四半期 △30.91 － 

20 年 11 月期第 1四半期 19.61 － 

 

(2)連結財政状態 

 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 11 月期第 1四半期 68,331 30,681 45.7 959.58 

20 年 11 月期 74,109 32,689 43.6 1,022.44

（参考）自己資本   21 年 11 月期第 1四半期 31,225百万円  20 年 11 月期 32,340 百万円 

 

【訂正後】 

(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 11 月期第 1四半期 12,081 △40.0 △346 － △567 － △970 － 

20 年 11 月期第 1四半期 20,130 18.8 1,160 505.8 927 243.2 626 316.7

 

 
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 11 月期第 1四半期 △30.37 － 

20 年 11 月期第 1四半期 19.61 － 

 

 (2)連結財政状態 

 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 11 月期第 1四半期 68,427 30,699 45.7 960.11 

20 年 11 月期 74,109 32,689 43.6 1,022.44

（参考）自己資本   21 年 11 月期第 1四半期 31,242百万円  20 年 11 月期 32,340 百万円 
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（３ページ） 

【訂正前】 
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 

 

（中略） 

 

当第１四半期連結会計期間の売上高は、自動車部門が前年同期比63億５千７百万円減（前年同期比

44.3％）の79億８千１百万円となりました。産業機械部門は前年同期比17億４千２百万円減（同34.6％）

の32億８千８百万円となりました。唯一、住宅部門は前年同期比３千万円増（同4.1%）の７億９千万円と

なったものの、グループ全体では前年同期比80億６千９百万円減（同40.1％）の120億６千万円となりま

した。 

営業利益は全ての部門で減益になりました。前述の自動車部門の44.3%、産業機器部門の34.6%にものぼ

る売上高の減少の影響で、大幅な減益となり、グループ全体では前年同期比15億１千万円減の△３億４千

９百万円となりました。 

 

【訂正後】 
定性的情報・財務諸表等 
１． 結経営成績に関する定性的情報 

 

（中略） 

 

当第１四半期連結会計期間の売上高は、自動車部門が前年同期比63億３千７百万円減（前年同期比

44.2％減）の80億１百万円となりました。産業機械部門は前年同期比17億４千２百万円減（同34.6％）の

32億８千８百万円となりました。唯一、住宅部門は前年同期比３千万円増（同4.1%）の７億９千万円とな

ったものの、グループ全体では前年同期比80億４千８百万円減（同40.0％）の120億８千１百万円となり

ました。 

営業利益は全ての部門で減益になりました。前述の自動車部門の44.2%、産業機器部門の34.6%にものぼ

る売上高の減少の影響で、大幅な減益となり、グループ全体では前年同期比15億６百万円減の△３億４千

６百万円となりました。 
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（４ページ） 

【訂正前】 

２． 連結財政状態に関する定性的情報 
当第１四半期連結会計期間における総資産は、前連結会計年度に比べ57億７千７百万円減少し、683億

３千１百万円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金が51億２百万円減少したこと及び機械装置

及び運搬具が６億９千１百万円減少したこと等によるものであります。負債合計は、前連結会計年度に比

べ37億６千９百万円減少し、376億４千９百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が14億

９千３百万円減少したこと、１年以内返済予定の社債が７億円減少したこと、未払法人税が５億３千３百

万円減少したこと等によるものであります。純資産合計は、前連結会計年度に比べ20億７百万円減少し、

306億８千１百万円となりました。 

 

キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間の連結キャッシュ・フローにつきましては、以下のとおりであります。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失７億８千万円、売上債権の減少額48

億２千４百万円、仕入債務の減少額28億９千７百万円等の計上により、８億１千４百万円の収入となりま

した。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出５億７千１百万円、定期預金の払戻

による収入１億円等により３億１千９百万円の支出となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加額20億８千８百万円、社債の償還による支出

９億円等により、12億６千６百万円の収入となりました。 

その結果、現金及び現金同等物の当四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末より16億８千７百

万円増加の159億９千７百万円となりました。 

 

【訂正後】 

２．財政状態に関する定性的情報 
当第１四半期連結会計期間における総資産は、前連結会計年度に比べ56億８千１百万円減少し、684億

２千７百万円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金が51億２百万円減少したこと及び機械装置

及び運搬具が６億９千１百万円減少したこと等によるものであります。負債合計は、前連結会計年度に比

べ36億９千万円減少し、377億２千８百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が14億９千

３百万円減少したこと、１年内償還予定の社債が７億円減少したこと、未払法人税が４億７千万円減少し

たこと等によるものであります。純資産合計は、前連結会計年度に比べ19億９千万円減少し、306億９千

９百万円となりました。 

 

キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間の連結キャッシュ・フローにつきましては、以下のとおりであります。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失７億６千３百万円、売上債権の減少

額48億２千４百万円、仕入債務の減少額28億９千７百万円等の計上により、８億１千４百万円の収入とな

りました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出５億７千１百万円、定期預金の払戻

による収入１億円等により３億１千９百万円の支出となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加額20億８千８百万円、社債の償還による支出

９億円等により、12億６千６百万円の収入となりました。 
その結果、現金及び現金同等物の当第１四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末より16億８千

７百万円増加の159億９千７百万円となりました。
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（６ページ） 
【訂正前】 

５．四半期連結財務諸表 
 （１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円） 

 

 
当第１四半期連結会計期間末 
（平成 21 年２月 28 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 11 月 30 日）

資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 15,997 14,409

  受取手形及び売掛金 15,670 20,773

  商品 1,959 2,024

  製品 1,226 1,976

  原材料 5,163 5,013

  仕掛品 1,656 1,762

  貯蔵品 72 73

  その他 2,278 1,884

  貸倒引当金 △408 △292

  流動資産合計 43,615 47,625

 固定資産 

  有形固定資産 

   建物及び構築物（純額） 4,802 5,085

   機械装置及び運搬具（純額） 7,340 8,031

   工具、器具及び備品（純額） 2,405 2,705

   土地 3,620 3,433

   建設仮勘定 536 463

   有形固定資産合計 18,705 19,719

  無形固定資産 267 270

  投資その他の資産 

   投資有価証券 3,326 3,509

   その他 2,583 3,129

   貸倒引当金 △203 △203

   投資その他の資産合計 5,707 6,435

 固定資産合計 24,680 26,426

 繰延資産 35 57

 資産合計 68,331 74,109

負債の部 

 流動負債 

  支払手形及び買掛金 4,281 5,775

  短期借入金 9,090 6,972

  1 年以内償還予定の社債 540 1,240

  1 年以内返済予定の長期借入金 2,600 2,951

  未払法人税等 － 533

  製品補償引当金 145 153

  賞与引当金 303 －

  役員賞与引当金 4 29

  デリバティブ債務 213 213
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【訂正後】 

５．四半期連結財務諸表 
 （１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円） 

 

 
当第１四半期連結会計期間末 
（平成 21 年２月 28 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 11 月 30 日）

資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 15,997 14,409

  受取手形及び売掛金 15,670 20,773

  商品 1,959 2,024

  製品 1,226 1,976

  原材料 5,162 5,013

  仕掛品 1,656 1,762

  貯蔵品 72 73

  その他 2,357 1,884

  貸倒引当金 △355 △292

  流動資産合計 43,747 47,625

 固定資産 

  有形固定資産 

   建物及び構築物（純額） 4,802 5,085

   機械装置及び運搬具（純額） 7,340 8,031

   工具、器具及び備品（純額） 2,405 2,705

   土地 3,620 3,433

   建設仮勘定 536 463

   有形固定資産合計 18,705 19,719

  無形固定資産 267 270

  投資その他の資産 

   投資有価証券 3,326 3,509

   その他 2,583 3,129

   貸倒引当金 △238 △203

   投資その他の資産合計 5,671 6,435

 固定資産合計 24,644 26,426

 繰延資産 35 57

 資産合計 68,427 74,109

負債の部 

 流動負債 

  支払手形及び買掛金 4,281 5,775

  短期借入金 9,090 6,972

  1 年内償還予定の社債 540 1,240

  1 年内返済予定の長期借入金 2,600 2,951

  未払法人税等 62 533

  製品補償引当金 145 153

  賞与引当金 303 －

  役員賞与引当金 4 29

  デリバティブ債務 213 213
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（７ページ） 
【訂正前】 

（単位：百万円） 

 

 
当第１四半期連結会計期間末 
（平成 21 年２月 28 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 11 月 30 日）

  その他 6,561 9,971

  流動負債合計 23,740 27,841

 固定負債 

  社債 1,770 1,970

  長期借入金 10,888 10,358

  退職給付引当金 1,009 1,008

  役員退職慰労引当金 240 240

  固定負債合計 13,908 13,578

負債合計 37,649 41,419

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 12,016 12,016

資本剰余金 12,122 12,122

  利益剰余金 7,118 8,233

  自己株式 △30 △30

  株主資本合計 31,225 32,340

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 241 231

  為替換算調整勘定 △814 88

  評価・換算差額等合計 △573 319

 少数株主持分 29 28

 純資産合計 30,681 32,689

負債純資産合計 68,331 74,109
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【訂正後】 

（単位：百万円） 

 

 
当第１四半期連結会計期間末 
（平成 21 年２月 28 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 11 月 30 日）

  その他 6,577 9,971

  流動負債合計 23,819 27,841

 固定負債 

  社債 1,770 1,970

  長期借入金 10,888 10,358

  退職給付引当金 1,009 1,008

  役員退職慰労引当金 240 240

  固定負債合計 13,908 13,578

負債合計 37,728 41,419

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 12,016 12,016

資本剰余金 12,122 12,122

  利益剰余金 7,135 8,233

  自己株式 △30 △30

  株主資本合計 31,242 32,340

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 241 231

  為替換算調整勘定 △814 88

  評価・換算差額等合計 △573 319

 少数株主持分 29 28

 純資産合計 30,699 32,689

負債純資産合計 68,427 74,109
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（８ページ） 
【訂正前】 
 （２）四半期連結損益計算書 
  （第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円） 

 

当第１四半期連結累計期間
（自 平成 20 年 12 月１日
 至 平成21年２月28日）

売上高 12,060 

売上原価 10,866 

売上総利益 1,194 

販売費及一般管理費 1,544 

営業損失（△） △349 

営業外収益 

 受取利息 17

 受取配当金 3

 その他 84

 営業外収益合計 104

営業外費用 

 支払利息 117

 為替差損 140

 その他 87 

 営業外費用合計 344 

経常損失（△） △589 

特別利益 

 固定資産売却益 8

 その他 5 

 特別利益合計 13 

特別損失 

 固定資産除売却損 0

 投資有価証券評価損 199

 その他 4

 特別損失合計 204

税金等調整前四半期純損失（△） △780 

法人税、住民税及び事業税 △134 

法人税等調整額 341 

法人税等合計 206

少数株主利益 0

四半期純損失（△） △987 
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【訂正後】 
 （２）四半期連結損益計算書 
  （第１四半期連結累計期間） 
 

（単位：百万円） 

 

当第１四半期連結累計期間
（自 平成 20 年 12 月１日
 至 平成21年２月28日）

売上高 12,081 

売上原価 10,943 

売上総利益 1,138 

販売費及一般管理費 1,484 

営業損失（△） △346 

営業外収益 

 受取利息 17

 受取配当金 3

 その他 84

 営業外収益合計 104

営業外費用 

 支払利息 117

 為替差損 140

 その他 68 

 営業外費用合計 326 

経常損失（△） △567 

特別利益 

 固定資産売却益 8

 特別利益合計 8 

特別損失 

 固定資産除売却損 0

 投資有価証券評価損 199

 その他 4

 特別損失合計 204

税金等調整前四半期純損失（△） △763 

法人税等 206

少数株主利益 0

四半期純損失（△） △970 
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（９ページ） 

【訂正前】 
 （３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円） 

 

当第１四半期連結累計期間
（自 平成 20 年 12 月１日
 至 平成21年２月28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 △780 

 減価償却費 976

 長期前払費用償却額 66

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 115 

 賞与引当金の増減額（△は減少） 303

 役員賞与引当金の増減額（△は減少） △25

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 1

 受取利息及び受取配当金 △20

 支払利息 117

 為替差損益（△は益） 106

 固定資産除売却損益（△は益） △8

 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 199

 売上債権の増減額（△は増加） 4,824

 未収入金の増減額（△は増加） 114

 たな卸資産の増減額（△は増加） 438 

 仕入債務の増減額（△は減少） △2,897

 未払金の増減額（△は減少） △790 

 未払費用の増減額（△は減少） △787 

 その他 △272 

 小計 1,682

 利息及び配当金の受取額 20

 利息の支払額 △122

 法人税等の支払額 △764

 営業活動によるキャッシュ・フロー 814

投資活動のよるキャッシュ・フロー 

 有形固定資産の取得による支出 △571

 有形固定資産の売却による収入 8

 無形固定資産の取得による支出 △18

 投資有価証券の取得による支出 △0

 貸付けによる支出 △1

 保険積立金の解約による収入 26

 保険積立金の積立による支出 △7

 定期預金の払戻による収入 100

 その他 144

 投資活動によるキャッシュ・フロー △319
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【訂正後】 
 （３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円） 

 

当第１四半期連結累計期間
（自 平成 20 年 12 月１日
 至 平成21年２月28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（△） △763 

 減価償却費 976

 長期前払費用償却額 66

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 98 

 賞与引当金の増減額（△は減少） 303

 役員賞与引当金の増減額（△は減少） △25

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 1

 受取利息及び受取配当金 △20

 支払利息 117

 為替差損益（△は益） 106

 固定資産除売却損益（△は益） △8

 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 199

 売上債権の増減額（△は増加） 4,824

 未収入金の増減額（△は増加） 114

 たな卸資産の増減額（△は増加） 500 

 仕入債務の増減額（△は減少） △2,897

 未払金の増減額（△は減少） △903 

 未払費用の増減額（△は減少） △673 

 その他 △334 

 小計 1,682

 利息及び配当金の受取額 20

 利息の支払額 △122

 法人税等の支払額 △764

 営業活動によるキャッシュ・フロー 814

投資活動のよるキャッシュ・フロー 

 有形固定資産の取得による支出 △571

 有形固定資産の売却による収入 8

 無形固定資産の取得による支出 △18

 投資有価証券の取得による支出 △0

 貸付けによる支出 △1

 保険積立金の解約による収入 26

 保険積立金の積立による支出 △7

 定期預金の払戻による収入 100

 その他 144

 投資活動によるキャッシュ・フロー △319
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（11ページ） 
【訂正前】 
（５）セグメント情報 
〔事業の種類別セグメント情報〕 

 当第１四半期連結累計期間（自 平成 20 年 12 月１日 至 平成 21 年２月 28 日） 

 自動車部門 

（百万円） 

産業機械部門

（百万円） 

住宅機器部門

他（百万円）

計 

（百万円）

消去又は全社 

（百万円） 

連結 

（百万円）

売上高   

 (1)外部顧客に対する売上高 7,981 3,288 790 12,060 － 12,060 

 (2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
176 － 6 182 (182) －

計 8,157 3,288 796 12,243 (182) 12,060 

営業利益又は営業損失（△） △489 123 55 △310 (39) △349 

 （注）１．事業区分は、製品の種類別区分によっております。 

    ２．各事業区分の主要製品 

(1)自動車部門： ステアリングロック、キーセット、キーレスエントリー、ドアラッチ、ヒーターコント

ロールスイッチ、ドアハンドル、スイッチ、センサー等 

(2)産業機械器部門： 農業・建設・工作・通信・医療機械用各種計器類、ハーネス、ケーブルワイヤー、ラン

プ、オペレーター・シート、電気式燃料ポンプ、電気測定器、通信機用器材等 

(3)住宅機器部門： 住宅・ホテル・ビル用錠、住宅用スマートエントリーシステム、把手セット、電気錠、

ミスター・ホームズ（玄関ドア錠）等 

 

【訂正後】 
（５）セグメント情報 
〔事業の種類別セグメント情報〕 

 当第１四半期連結累計期間（自 平成 20 年 12 月１日 至 平成 21 年２月 28 日） 

 自動車部門 

（百万円） 

産業機械部門

（百万円） 

住宅機器部門

他（百万円）

計 

（百万円）

消去又は全社 

（百万円） 

連結 

（百万円）

売上高   

 (1)外部顧客に対する売上高 8,001 3,288 790 12,081 － 12,081 

 (2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
176 － 6 182 (182) －

計 8,178 3,288 796 12,263 (182) 12,081 

営業利益又は営業損失（△） △507 123 55 △328 (17) △346 

 （注）１．事業区分は、製品の種類別区分によっております。 

    ２．各事業区分の主要製品 

(1)自動車部門： ステアリングロック、キーセット、キーレスエントリー、ドアラッチ、ヒーターコント

ロールスイッチ、ドアハンドル、スイッチ、センサー等 

(2)産業機械器部門： 農業・建設・工作・通信・医療機械用各種計器類、ハーネス、ケーブルワイヤー、ラン

プ、オペレーター・シート、電気式燃料ポンプ、電気測定器、通信機用器材等 

(3)住宅機器部門： 住宅・ホテル・ビル用錠、住宅用スマートエントリーシステム、把手セット、電気錠、

ミスター・ホームズ（玄関ドア錠）等 
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（12ページ） 
【訂正前】 

〔所在地別セグメント情報〕 

 当第１四半期連結累計期間（自 平成 20 年 12 月１日 至 平成 21 年２月 28 日） 

 日本国内 

（百万円） 

アジア 

（百万円）

その他 

（百万円）

計 

（百万円）

消去又は全社 

（百万円） 

連結 

（百万円）

売上高   

 (1)外部顧客に対する売上高 9,742 939 1,378 12,060 － 12,060 

 (2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
529 

1,590
11 2,132 (2,132) －

計 10,272 2,529 1,390 14,192 (2,132) 12,060 

営業利益又は営業損失（△） △47 △62 72 △37 (312) △349 

 （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．本邦以外の区分に属する国又は地域の主要な内訳は、次のとおりであります。 

アジア・・・ 中国、タイ、マレーシア 

その他・・・ ハンガリー、米国 

 

〔海外売上高〕 

 当第１四半期連結累計期間（自 平成 20 年 12 月１日 至 平成 21 年２月 28 日） 

 北米 ヨーロッパ アジア 合計 

Ⅰ．海外売上高 100 1,287 944 2,332

Ⅱ．連結売上高 － － － 12,060 

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の割合 

 （％） 
0.8 10.7 7.8 19.3

 （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、以下のとおりであります。 

北米：米国  

ヨーロッパ：ハンガリー  

アジア：中国、タイ、マレーシア  

    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。 
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【訂正後】 

〔所在地別セグメント情報〕 

 当第１四半期連結累計期間（自 平成 20 年 12 月１日 至 平成 21 年２月 28 日） 

 日本国内 

（百万円） 

アジア 

（百万円）

その他 

（百万円）

計 

（百万円）

消去又は全社 

（百万円） 

連結 

（百万円）

売上高   

 (1)外部顧客に対する売上高 9,742 960 1,378 12,081 － 12,081 

 (2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
529 1,569 11 2,111 (2,111) －

計 10,272 2,529 1,390 14,192 (2,111) 12,081 

営業利益又は営業損失（△） △47 △62 53 △55 (290) △346 

 （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．本邦以外の区分に属する国又は地域の主要な内訳は、次のとおりであります。 

アジア・・・ 中国、タイ、マレーシア 

その他・・・ ハンガリー、米国 

 

〔海外売上高〕 

 当第１四半期連結累計期間（自 平成 20 年 12 月１日 至 平成 21 年２月 28 日） 

 北米 ヨーロッパ アジア 合計 

Ⅰ．海外売上高 100 1,287 944 2,332

Ⅱ．連結売上高 － － － 12,081 

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の割合 

 （％） 
0.8 10.7 7.8 19.3

 （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、以下のとおりであります。 

北米：米国  

ヨーロッパ：ハンガリー  

アジア：中国、タイ、マレーシア  

    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。 
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