
平成21年6月期 第3四半期決算短信 

平成21年5月12日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 ミヤチテクノス株式会社 上場取引所 東 
コード番号 6885 URL http://www.miyachi.com/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 田尻 康
問合せ先責任者 （役職名） 管理本部副本部長 （氏名） 金澤 裕 TEL 03-5246-6700
四半期報告書提出予定日 平成21年5月15日
配当支払開始予定日 ―

1.  平成21年6月期第3四半期の連結業績（平成20年7月1日～平成21年3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6月期第3四半期 12,450 ― △794 ― △1,213 ― △1,015 ―
20年6月期第3四半期 15,641 5.6 1,311 △26.9 949 △46.6 490 △51.9

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6月期第3四半期 △87.64 ―
20年6月期第3四半期 41.93 41.83

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6月期第3四半期 21,993 12,280 54.7 1,039.31
20年6月期 22,110 14,759 65.8 1,256.31

（参考） 自己資本   21年6月期第3四半期  12,037百万円 20年6月期  14,551百万円

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  
平成21年６月期の期末配当予想額は未定です。詳細は３ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

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6月期 ― 17.50 ― 17.50 35.00
21年6月期 ― 8.00 ―
21年6月期 

（予想）
― ―

3.  平成21年6月期の連結業績予想（平成20年7月1日～平成21年6月30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  
業績予想に関する事項は、３ページの【定性的情報・財務諸表等】 ３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
 

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 17,000 △25.0 △1,400 ― △2,000 ― △1,730 ― △149.36
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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）  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。 

(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、４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、４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、今後の様々な要因によって予想数値と大
きく異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」（平成19年 内閣府令第64号）に従い四半期連結財務諸表を作成しておりま
す。 
なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府令第50
号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を早期に適用しております。 

新規 1社 （社名 ミヤチシステムズ株式会社 ） 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6月期第3四半期 12,030,685株 20年6月期  12,030,685株
② 期末自己株式数 21年6月期第3四半期  448,240株 20年6月期  447,928株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年6月期第3四半期 11,582,527株 20年6月期第3四半期 11,704,495株
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ミヤチテクノス㈱ （6885）平成21年６月期 第３四半期決算短信 

 

【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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国の金融問題に端を発した世界的な景気後退の影響を

受け、企業の設備投資の抑制、輸出・生産の減少、個人消費の低迷、雇用情勢の悪化など、極めて厳しい状況

が続いております。 

こうした状況のもと、当社の主要顧客である自動車関連業界、電気・電子及び部品業界においても生産設備

への投資が急激に減速、当社の受注高は昨年10月以降急激に減少し、当社を取り巻く経営環境は一段と厳しさ

を増しています。 

その結果、当第３四半期連結累計期間売上高は124億50百万円となり、前年同四半期に比較して31億91百万

円の減収となりました。利益面では、コスト低減のため経費削減、生産の合理化・効率化に取り組んだものの、

売上高の減少がより大きく影響し、営業損失は７億94百万円となりました。また、為替差損等の影響により経

常損失は12億13百万円となりました。 

※前年同四半期比較増減金額は参考として記載しています。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

(1)財政状態（連結）の変動状況 

当第３四半期の連結財政状態は、前連結会計年度末と比較して次のとおりであります。 

総資産は219億93百万円となり、１億16百万円（0.5％）減少となりました。これは、たな卸資産が増加した

ものの、当社および米国子会社の売上が不振だったことによる売掛金の減少が主な理由であります。 

負債は、支払手形及び買掛金の減少や未払法人税等が減少したものの、借入金が増加したこと等により、全

体として23億61百万円（32.1％）増加の97億13百万円となりました。 

純資産につきましては、利益剰余金および為替換算調整勘定の減少により、24億78百万円（16.8％）減少の

122億80百万円となりました。 

 

 

(2)連結キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は29億18百万円となり、前連結会計

年度末に比べ、１億54百万円減少しました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動に使用した資金は、３億40百万円となりました。 

これは、売上債権の減少（31億66百万円）という資金増加要因があったものの、税金等調整前四半期純損

失（12億16百万円）、たな卸資産の増加（17億30百万円）、仕入債務の減少（７億11百万円）および法人税等

の支払額（５億47百万円）という資金減少要因が大きかったためであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動により使用した資金は10億69百万円となりました。 

これは主に固定資産の取得による支出（７億円）及び連結子会社ミヤチシステムズ株式会社の株式取得のた

めの支出（５億83百万円）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） 

財務活動の結果得られた資金は15億13百万円となりました。 

これは主に子会社買収資金等のための長期借入れ（20億79百万円）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 

平成21年２月４日に公表しました業績予想については、変更はありません。 

（配当について） 

当期の期末配当につきましては通期実績及び来年度の業績見通しを勘案した上でご提案させていただきたく

現時点では未定とさせていただきたいと存じます。 

 

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） 

（主要な関係会社の異動） 

新規連結：ミヤチシステムズ株式会社（旧 富士通オートメーション株式会社） 

平成21年１月６日付で全株式を取得したことにより、新たに連結子会社となりました。 
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(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 たな卸資産の評価方法 

当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚

卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法を主としております。 

また、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、正味売却価額等を

見積り、簿価切下げを行う方法によっております。営業循環過程から外れた滞留又は処分見込等のたな卸資

産で帳簿価額を処分見込価額まで切り下げているものについては、前連結会計年度以降に著しい変化がない

と認められる限り、前連結会計年度末における貸借対照表価額で計上しております。 

② 税金費用の計算 

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半

期純損失に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。なお、法人税等調整額は、法人税

等に含めて表示しております。 

 

(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 

・【会計処理に関する変更】 

① 当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から、「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。 

なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する

内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四

半期連結財務諸表規則を早期に適用しております。 

② 当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から、「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、当社および国内連結子会社におけるたな卸資産の評価基準を原価法

（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。この変更が損益に与える影響は軽微であり

ます。 

③ 当連結会計年度の第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。この変更が損益に与える影響は軽微であります。 

④ 当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から、当社および国内連結子会社は「リース取引に関する会計

基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 終改正平成19年３月30日 企業会計基準第13号）及び

「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成６年１月18日 終改正平成19年

３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を早期に適用しております。 

なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き適用しております。 

この変更が損益に与える影響はありません。 

 

・【追加情報】 

法人税法の改正（所得税法等の一部を改正する法律 平成20年４月30日 法律第23号）に伴い、法定耐用

年数及び資産区分が見直されました。これにより、当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から、当社お

よび国内連結子会社の機械装置及び運搬具の一部の資産については耐用年数を短縮して減価償却費を算定す

る方法に変更しております。 

なお、これに伴う損益への影響は軽微であります。 
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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21年３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６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,168,034 3,151,514 

受取手形及び売掛金 4,683,263 7,574,572 

有価証券 52,545 56,524 

商品及び製品 1,860,821 1,523,454 

仕掛品 2,516,611 981,845 

原材料及び貯蔵品 1,782,464 1,553,434 

その他 1,141,415 907,085 

貸倒引当金 △82,846 △107,904 

流動資産合計 15,122,308 15,640,525 

固定資産   

有形固定資産 4,234,045 3,842,922 

無形固定資産   

のれん 383,380 62,084 

その他 1,245,838 1,288,521 

無形固定資産合計 1,629,218 1,350,604 

投資その他の資産 1,008,399 1,276,808 

固定資産合計 6,871,664 6,470,335 

資産合計 21,993,973 22,110,861 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,766,906 3,477,831 

短期借入金 2,260,197 1,010,633 

未払法人税等 51,207 386,447 

賞与引当金 187,334 － 

製品保証引当金 190,727 250,029 

その他 1,917,481 2,025,888 

流動負債合計 7,373,854 7,150,828 

固定負債   

長期借入金 1,804,982 － 

退職給付引当金 443,830 111,953 

引当金 20,223 27,591 

その他 70,453 61,267 

固定負債合計 2,339,490 200,812 

負債合計 9,713,344 7,351,641 
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年３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６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,606,113 1,606,113 

資本剰余金 3,734,924 3,734,924 

利益剰余金 8,580,040 9,906,252 

自己株式 △839,376 △839,112 

株主資本合計 13,081,701 14,408,177 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,332 170,146 

年金負債調整額 － △833 

為替換算調整勘定 △1,049,288 △25,907 

評価・換算差額等合計 △1,043,955 143,405 

新株予約権 218,031 182,211 

少数株主持分 24,850 25,426 

純資産合計 12,280,629 14,759,219 

負債純資産合計 21,993,973 22,110,861 
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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７月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 12,450,462

売上原価 6,766,059

売上総利益 5,684,403

販売費及び一般管理費 ※１  6,479,304

営業損失（△） △794,900

営業外収益  

受取利息 15,259

受取配当金 2,389

その他 13,707

営業外収益合計 31,355

営業外費用  

支払利息 57,634

為替差損 314,899

その他 77,725

営業外費用合計 450,259

経常損失（△） △1,213,804

特別利益  

固定資産売却益 30,165

特別利益合計 30,165

特別損失  

固定資産除売却損 14,272

投資有価証券評価損 17,263

その他 1,175

特別損失合計 32,710

税金等調整前四半期純損失（△） △1,216,349

法人税等 △203,489

少数株主利益 2,254

四半期純損失（△） △1,015,114
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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７月１日 
 至 平成21年３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損失（△） △1,216,349

減価償却費 554,297

のれん償却額 42,652

製品保証引当金の増減額（△は減少） △41,860

受取利息及び受取配当金 △17,648

支払利息 57,634

売上債権の増減額（△は増加） 3,166,291

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,730,930

仕入債務の増減額（△は減少） △711,459

その他 146,432

小計 249,059

利息及び配当金の受取額 17,820

利息の支払額 △59,847

法人税等の支払額 △547,984

営業活動によるキャッシュ・フロー △340,951

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の増減額（△は増加） 103,166

有形固定資産の取得による支出 △420,217

有形固定資産の売却による収入 112,097

無形固定資産の取得による支出 △280,297

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△583,972

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,069,224

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） △262,908

長期借入れによる収入 2,079,500

配当金の支払額 △302,394

その他 △263

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,513,932

現金及び現金同等物に係る換算差額 △258,747

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △154,989

現金及び現金同等物の期首残高 3,073,569

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,918,579
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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) 四半期連結損益計算書関係 

当第３四半期連結累計期間 

(自 平成20年７月１日 

 至 平成21年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目

及び金額は次のとおりであります。 

販売手数料 274,945千円

給料 2,103,093千円

賞与引当金繰入額 56,519千円

退職給付費用 153,004千円

製品保証引当金繰入額 22,877千円

減価償却費 300,666千円

研究開発費 968,173千円
 

 
(6) セグメント情報 

a．事業の種類別セグメント情報 

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年７月１日 至 平成21年３月31日） 

全セグメントの売上高の合計、営業利益合計額に占める「産業用電気機械器具事業」の割合がいずれも90％を超えている

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。 

b．所在地別セグメント情報 

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年７月１日 至 平成21年３月31日） 

 
日本 

(千円) 

米国 

(千円) 

欧州 

(千円) 

アジア 

(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 5,341,852 2,449,104 2,553,361 2,106,145 12,450,462 － 12,450,462

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
1,957,300 272,567 72,841 600,285 2,902,995 （2,902,995） －

計 7,299,152 2,721,671 2,626,202 2,706,430 15,353,458 （2,902,995） 12,450,462

営業利益又は営業損失（△） △752,873 △140,476 △101,750 195,666 △799,435 4,534  △794,900

(注) １ 営業費用のうち消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額はありません。 

２ 国又は地域の区分の方法および各区分に属する主な国又は地域 

(1) 国又は地域の区分の方法  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   

欧州……ドイツ、オランダ、フランス 

アジア…韓国、中国、台湾、タイ 
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c．海外売上高 

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年７月１日 至 平成21年３月31日） 

 アメリカ 欧州 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 2,100,575 2,469,767 2,754,498 7,324,842

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － 12,450,462

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
16.9 19.8 22.1 58.8

(注) １ 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。 

２ 国又は地域の区分の方法および各区分に属する主な国又は地域 

(1) 国又は地域の区分の方法  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 

アメリカ…米国、カナダ、中南米 

欧州………ドイツ、オランダ、フランス 

アジア……韓国、中国、台湾、タイ 

 
(7) 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)（要約）前四半期連結損益計算書 

 

 

 前第３四半期連結累計期間 

（自 平成19年７月１日 

  至 平成20年３月31日） 

区分 金額（千円） 
百分比

（％）

Ⅰ 売上高 15,641,692 100.0

Ⅱ 売上原価 7,387,917 47.2

売上総利益 8,253,774 52.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費 6,942,135 44.4

営業利益 1,311,638 8.4

Ⅳ 営業外収益 

１．受取利息 

２．その他 

30,272

49,045 79,317 0.5

Ⅴ 営業外費用 

１．支払利息 

２．たな卸資産評価損 

３．為替差損 

４．その他 

27,795

79,771

328,359

5,693 441,620 2.8

経常利益 949,336 6.1

Ⅵ 特別利益 

固定資産売却益 2,441 2,441 0.0

Ⅶ 特別損失 

１．固定資産除却損 

２．その他 

4,169

271 4,441 0.1

税金等調整前四半期純利益 947,335 6.0

法人税等 455,073 455,073 2.9

少数株主損益 1,447 0.0

四半期純利益 490,814 3.1
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(2)（要約）前四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 

 

 前第３四半期連結累計期間 

（自 平成19年７月１日 

  至 平成20年３月31日）

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前四半期純利益 

減価償却費 

売上債権の減少額（△は増加） 

たな卸資産の増加額（△は増加） 

仕入債務の増加額（△は減少） 

その他 

947,335

410,650

748,314

△455,322

271,662

△25,745

小計 1,896,895

法人税等の支払額 

その他 

△933,099

7,923

営業活動によるキャッシュ・フロー 971,719

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 

定期預金の払戻による収入 

有形固定資産の取得による支出 

無形固定資産の取得による支出 

投資有価証券の満期償還による収入 

その他 

△267,059

419,158

△499,297

△534,087

246,218

△17,953

投資活動によるキャッシュ・フロー △653,020

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入れによる収入 

短期借入金の返済による支出 

配当金の支払額 

自己株式の取得による支出 

その他 

1,578,484

△1,157,337

△408,818

△401,198

36,478

財務活動によるキャッシュ・フロー △352,391

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △86,408

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △120,100

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,663,938

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 2,543,837
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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] 

前四半期連結累計期間（自 平成19年７月１日 至 平成20年３月31日） 

全セグメントの売上高の合計、営業利益合計額に占める「産業用電気機械器具事業」の割合がいずれも90％

を超えているため、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。 

 

[所在地別セグメント情報] 

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年７月１日 至 平成20年３月31日） 

（単位：千円） 

 日本 米国 欧州 アジア 計 消去又は全社 連結 

売上高及び営業損益    

売上高    

(1)外部顧客に対する 

売上高 

6,027,750 3,413,202 3,357,744 2,842,994 15,641,692 ─ 15,641,692

(2)セグメント間の内部売

上高又は振替高 

2,505,000 276,368 128,815 749,253 3,659,437 (3,659,437) ─

計 8,532,751 3,689,570 3,486,559 3,592,248 19,301,129 (3,659,437) 15,641,692

営業費用 7,962,233 3,456,380 3,386,408 3,176,278 17,981,300 (3,651,247) 14,330,053

営業利益 570,517 233,190 100,151 415,969 1,319,829 (8,190) 1,311,638

（注）１ 営業費用のうち消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額はありません。 

２ 国又は地域の区分の方法および各区分に属する主な国又は地域 

(1)国又は地域の区分の方法は、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 

欧州………ドイツ、オランダ、フランス 

アジア………韓国、中国、台湾、タイ 

 

[海外売上高] 

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年７月１日 至 平成20年３月31日） 

（単位：千円） 

 アメリカ 欧州 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高 2,781,874 3,244,303 3,615,850 9,642,027

Ⅱ 連結売上高  15,641,692

Ⅲ 連結売上高に占める

海外売上高の割合

（％） 

17.8 20.7 23.1 61.6

（注）１ 海外売上高は、当社およ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。 

２ 国又は地域の区分の方法および各区分に属する主な国又は地域 

(1)国又は地域の区分の方法は、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 

アメリカ………米国、カナダ、中南米 

欧州………… ドイツ、オランダ、フランス 

アジア…………韓国、中国、台湾、タイ 
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