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1.  平成21年12月期第1四半期の連結業績（平成21年1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12月期第1四半期 942 △68.6 △543 ― △431 ― 332 ―
20年12月期第1四半期 3,006 68.2 225 730.1 △290 ― △229 ―

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12月期第1四半期 5,751.71 5,746.74
20年12月期第1四半期 △3,979.60 ―

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12月期第1四半期 12,092 2,966 24.4 51,141.07
20年12月期 13,429 2,506 18.6 43,638.47

（参考） 自己資本  21年12月期第1四半期  2,952百万円 20年12月期  2,492百万円

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12月期の配当予想は未定であります。 

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12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年12月期 ―
21年12月期 

（予想） ― ― ― ―

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率） 

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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

第2四半期 
連結累計期間

3,500 △43.8 △400 ― △500 ― △500 ― △8,659.51

通期 9,300 △21.6 300 △39.2 100 ― 50 ― 865.95



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４ページ定性的情報・財務諸表等４．その他（２）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４ページ定性的情報・財務諸表等４．その他（３）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．平成21年２月24日に公表いたしました連結業績予想は第２四半期連結累計期間、通期とも修正しておりません。 
２．本資料の業績見通し等の将来に関する記述は、当社グループが入手している情報並びに一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因に
より大きく異なる可能性があります。 
３．当連結会計年度より「四半期連結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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年12月期第1四半期 57,740株 20年12月期 57,740株
② 期末自己株式数 21年12月期第1四半期 ―株 20年12月期 ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第1四半期 57,740株 20年12月期第1四半期 57,740株



  当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、先行きが見えない不安感からくる買い控えによる消費の減少 

 により内需は落ち込み、また世界的な景気後退による輸出の減少に加え為替変動による採算性の悪化も伴い、深刻 

 な不況におちいっております。特に購入を延期・中止しても支障の少ない自動車や電気製品等の耐久消費財の製造 

 業では在庫調整の動きが顕著であります。 

  当社グループが部品を納入している携帯電話メーカーも、在庫を減らすため生産調整を行っております。結果、 

 当社グループも2008年後半以降受注が急速に減少し、厳しい経営環境にさらされております。そういった中、生産 

  拠点の中国連結子会社で人員を削減する一方、役員報酬の減額を始め、コストダウンに努めてまいりました。 

 この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は942,922千円、営業損失は543,837千円、経常損失は431,306千 

円、四半期純損益はデリバティブ評価益944,841千円を計上したことにより332,103千円の四半期純利益となりまし 

た。 

  

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末より1,337,111千円減少し、12,092,877千円となりまし 

た。これは売上の減少に伴い受取手形及び売掛金が977,336千円減少したことが主な要因です。 

 負債は前連結会計年度末より1,797,178千円減少し、9,125,944千円となりました。当第１四半期連結会計期間にＵ

Ｓドルの為替レートが円安になったことからデリバティブ債務が944,841千円減少し、仕入の減少により支払手形及 

び買掛金が861,427千円減少したことが主な要因です。 

 純資産は前連結会計年度末比で460,068千円増加し2,966,933千円となりました。利益剰余金が332,103千円、為替 

換算調整勘定が134,688千円増加したことが主な要因です。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物は（以下「資金」という。）は244,272千円減少し、 

373,202千円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１連結会計期間に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利益413,925千円に加え、売上

債権の回収による資金の増加1,235,021千円、棚卸資産の減少215,066千円、減価償却費305,649千円による資金の増 

加要因はありましたが、資金の流入が伴わないデリバティブ評価益944,841千円、支払いによる仕入債務の減少 

1,147,921千円、その他負債の減少128,593千円による資金の減少もあり結果、資金は111,950千円増加しました。  

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

有形固定資産の取得183,253千円、定期預金の預入46,336千円等の投資活動により資金は229,972千円減少しました。

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

長期借入金490,767千円、社債301,000千円のそれぞれの返済はありましたが、短期借入金の増加411,890千円、 

300,000千円の長期借入金による収入等により財務活動によるキャッシュ・フローは、107,280千円の減少となりまし

た。  

 平成21年12月期の通期連結業績予想は、当第１四半期の業績は為替相場の変動を除き概ね計画に沿って推移してい

ることから、平成21年２月24日に開示いたしました内容を修正いたしません。業績予想を見直す必要が生じた場合は

適時その内容を開示いたします。 業績予想は１ＵＳ＄＝９０円、１元＝１３．５円にて算出しております。 

  

  

  

 該当事項はありません。  

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

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）



   

１．一般債権の貸倒見積高の算定方法 

  前期に算定した基準を使用して一般の貸倒見積高を算定しております。 

２．連結会社相互間の債権・債務の相殺消去  

  合理的な範囲内で当該差異の調整を行わないで債権と債務を相殺消去しております。 

３．未実現損益の消去 

  棚卸資産に占める未実現損益率を合理的に見積り消去しております。 

  

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。なお当第１四半期連結累計期間（平成21年１

    月１日から平成21年３月31日まで）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号の但し書きにより、改正後の

  四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

２．当第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）を適用して

  おります。これに伴い総平均法による原価法（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。この変更により、従来の方法によった場合に比べ当第１四半期連結会計期間の売上原価が173,748 

  千円増加し、営業損失、経常損失はそれぞれ173,748千円増加し、税金等調整前四半期純利益は173,748千円

  減少しております。 

  

３．従来、当社の有形固定資産の減価償却方法は定率法（建物を除く。）によっておりましたが、当第１四半期

  連結会計期間より在外連結子会社が採用している定額法に変更いたしました。 

    この変更は主に、期間損益計算を実態に合わせて適正化を図ることと当社グループの会計処理の統一を目

  的に実施するものであります。当社グループは部品等の内製化を推進し金型投資等を重点的に行っておりま

  す。これらは保守・修繕費等の維持費が安定的に発生するものであることから毎年度の償却額が一定になる

  定額法の方が期間損益をより正しく反映すると判断したものであります。 

   会計処理の統一につきましても当社グループの生産拠点は100％海外にあり、かつ製品の消費先も主力は 

  海外であります。必然的に当社グループの固定資産の海外比率は今後も高まることが予想され、グループ全

  体の中で製造機能を持たず固定資産の比重の小さい当社が在外連結子会社に合わせることがグループ管理に

  資すると判断したものであります。この変更により、従来の方法によった場合に比べ当第１四半期連結会計

  期間の減価償却費が56,833千円減少し、営業損失、経常損失はそれぞれ56,833千円減少し、税金等調整前四

  半期純利益は56,833千円増加しております。   

  

４．当第１四半期連結会計期間より、「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）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。なお、この変更による 

  営業利益、経常利益、税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 

  

追加情報 

（有形固定資産の耐用年数の変更） 

  法人税法の改正に伴い当第一四半期連結会計期間より機械装置及び運搬具の耐用年数を変更しておりま 

  す。 これによる利益に与える影響は軽微であります。 

（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



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１四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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 445,241 643,178 

受取手形及び売掛金 1,409,333 2,386,669 

製品 433,446 565,158 

仕掛品 236,726 221,585 

原材料 557,846 583,641 

その他 631,153 741,796 

貸倒引当金 △54,914 △55,101 

流動資産合計 3,658,832 5,086,927 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,565,877 1,473,172 

機械装置及び運搬具（純額） 4,822,037 4,779,625 

その他（純額） 1,541,112 1,381,199 

有形固定資産合計 7,929,027 7,633,997 

無形固定資産   

無形固定資産合計 55,115 109,625 

投資その他の資産   

投資有価証券 221,672 228,396 

その他 238,400 380,292 

貸倒引当金 △10,171 △9,250 

投資その他の資産合計 449,901 599,438 

固定資産合計 8,434,044 8,343,060 

資産合計 12,092,877 13,429,988 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 286,918 1,148,345 

短期借入金 1,810,040 1,398,150 

1年内返済予定の長期借入金 1,276,610 1,260,349 

1年内償還予定の社債 602,000 602,000 

デリバティブ債務 709,366 1,654,208 

その他 638,322 500,521 

流動負債合計 5,323,257 6,563,573 

固定負債   

社債 929,000 1,230,000 

長期借入金 2,389,120 2,596,148 

その他 484,566 533,400 

固定負債合計 3,802,686 4,359,548 

負債合計 9,125,944 10,923,122 



（単位：千円）

当第１四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12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,212,089 2,212,089 

資本剰余金 2,647,888 2,647,888 

利益剰余金 △1,977,176 △2,309,280 

株主資本合計 2,882,801 2,550,697 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △135,193 △128,469 

為替換算調整勘定 205,276 70,588 

評価・換算差額等合計 70,083 △57,880 

新株予約権 14,048 14,048 

純資産合計 2,966,933 2,506,865 

負債純資産合計 12,092,877 13,429,988 



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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

売上高 942,922 

売上原価 1,108,773 

売上総損失（△） △165,851 

販売費及び一般管理費 377,986 

営業損失（△） △543,837 

営業外収益  

受取利息 682 

受取配当金 72 

為替差益 195,763 

その他 9,153 

営業外収益合計 205,671 

営業外費用  

支払利息 46,997 

たな卸資産廃棄損 32,023 

その他 14,119 

営業外費用合計 93,140 

経常損失（△） △431,306 

特別利益  

固定資産売却益 6,208 

貸倒引当金戻入額 3,050 

デリバティブ評価益 944,841 

特別利益合計 954,101 

特別損失  

固定資産除却損 108,868 

特別損失合計 108,868 

税金等調整前四半期純利益 413,925 

法人税、住民税及び事業税 572 

法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税
額

△4,627 

法人税等調整額 85,876 

法人税等合計 81,821 

四半期純利益 332,103 



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１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利益 413,925 

減価償却費 305,649 

固定資産処分損益（△は益） 108,868 

デリバティブ評価損益（△は益） △944,841 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 733 

受取利息及び受取配当金 △755 

支払利息 46,997 

為替差損益（△は益） 25,499 

有形固定資産売却損益（△は益） △6,208 

売上債権の増減額（△は増加） 1,235,021 

たな卸資産の増減額（△は増加） 215,066 

未払又は未収消費税等の増減額 △6,849 

その他の資産の増減額（△は増加） 31,462 

仕入債務の増減額（△は減少） △1,147,921 

その他の負債の増減額（△は減少） △128,593 

その他 △1,531 

小計 146,523 

利息及び配当金の受取額 765 

利息の支払額 △68,318 

法人税等の還付額 32,980 

営業活動によるキャッシュ・フロー 111,950 

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 △46,336 

有形固定資産の取得による支出 △183,253 

無形固定資産の取得による支出 △1,882 

貸付金の回収による収入 1,500 

投資活動によるキャッシュ・フロー △229,972 

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） 411,890 

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 △490,767 

割賦債務の返済による支出 △10,500 

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △16,217 

社債の償還による支出 △301,000 

配当金の支払額 △684 

財務活動によるキャッシュ・フロー △107,280 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △18,970 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △244,272 

現金及び現金同等物の期首残高 617,475 

現金及び現金同等物の四半期末残高 373,202 



 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。なお当第１四半期連結会計期間（平成21年１月１日から平成21年３月

31日まで）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号の但し書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成し

ております。 

  

         該当事項はありません。  

  

  

 当社グループは、同一セグメントに属する各種モータ応用電子部品の開発、製造及び販売を専業としており

ます。したがって、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１四半期連結累計期間 （自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日）  

（注）１．国又は地域は、地理的近隣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内訳は次のとおりであります。 

  アジア・・・・中華人民共和国 

 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）  

     四半期連結財務諸表作成の基本となる重要な事項等の変更１．（１）」に記載されているとおり、 

     通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として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、主として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。この変更に 

     伴い、従来の方法によった場合に比べアジアで営業損失が173,748千円増加しております。 

  （有形固定資産の減価償却方法の変更） 

   四半期連結財務諸表作成の基本となる重要な事項等の変更１．（１）」に記載されているとおり、

   従来当社の有形固定資産の減価償却方法は定率法（建物を除く。）によっておりましたが、当第１

   四半期連結会計期間より海外連結子会社が採用している定額法に変更いたしました。この変更によ

   伴い、従来の方法によった場合に比べ日本で営業損失が56,833千円減少しております。    

（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〕

  
日本 

（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  823,190  119,731  942,922 －  942,922

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 104,911  850,127  955,039(△955,039)－ 

   計  928,102  969,859  1,897,961(△955,039)  942,922

営業利益      △148,511  △326,105  △474,617  △69,219  △543,837



  

  

（注）１．国又は地域は、地理的近隣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・・・中華人民共和国、マレーシア、大韓民国、フィリピン、タイ、中華民国 

(2) 欧 州・・・ドイツ、フランス、スウェーデン 

(3) 南 米・・・ブラジル 

(4) 北 米・・・メキシコ、アメリカ 

(5) その他・・・ニュージーランド 

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。 

 該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕

  アジア 欧州 南米 北米 その他 計 

Ⅰ 海外売上高 

（千円） 
    422,261     8,218     6,827     4,112     826     442,246

Ⅱ 連結売上高 

（千円） 
－   －   －     －    －  942,922

Ⅲ 連結売上高に占め

る海外売上高の割

合（％） 

     44.8  0.9      0.7      0.4     0.1      46.9

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



「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 

前第１四半期連結累計期間（平成20年１月１日～３月31日） 

  

科目 

前年同四半期 
（平成20年12月期 
第１四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高     3,006,706

Ⅱ 売上原価      2,311,931

売上総利益      694,774

Ⅲ 販売費及び一般管理費      468,782

営業利益  225,991

Ⅳ 営業外収益      33,005

 １．受取利息      1,156

 ２．その他      31,848

Ⅴ 営業外費用      549,813

 １．支払利息      56,547

 ２．シンジケートローン 
   手数料  

     425

 ３．為替差損      481,334

 ４．その他      11,505

経常利益      △290,816

Ⅵ 特別利益      －

Ⅶ 特別損失      －

税金等調整前四半期純利益      △290,816

税金費用      △61,034

四半期純利益      △229,782



前第１四半期連結累計期間（平成20年１月１日～３月31日） 

（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12月期第１四半期） 

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      △290,816

減価償却費  295,188

貸倒引当金の増加額（減少△）  1,478

賞与引当金の増加額（減少△）   △40,146

受取利息及び受取配当金       △1,156

支払利息       54,390

為替差損益       481,334

売上債権の増減額（増加△）      192,329

たな卸資産の増減額（増加△）      89,839

仕入債務の増減額（減少△）      16,780

未収消費税等の増減額（増加△）       △33,784

その他資産の増減額（増加△）      22,943

その他負債の増減額（減少△）      △18,353

小計      770,027

利息及び配当金の受取額      1,156

利息の支払額      △56,442

法人税等の支払額      △154,409

営業活動によるキャッシュ・フロー      560,331

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      △337,131

その他投資の増減額（増加△）      26,920

投資活動によるキャッシュ・フロー      △310,210

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

短期借入金の増減額（減少△）      204,400

長期借入金の返済による支出   △340,647

社債の償還による支出      △254,000

配当金の支払額      △144,350

財務活動によるキャッシュ・フロー      △534,597

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額      △54,780

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△減少）      △339,256

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高      618,692

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高      279,436



前第１四半期連結累計期間（平成20年１月１日～３月31日） 

 当社グループは、同一セグメントに属する各種モータ応用電子部品の開発、製造及び販売を専業としており

ます。したがって、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１四半期連結累計期間（平成20年１月１日～３月31日） 

 （注） １．国又は地域は、地理的近隣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内訳は次のとおりであります。 

       アジア・・・中華人民共和国  

前第１四半期連結累計期間（平成20年１月１日～３月31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  中華人民共和国、マレーシア、大韓民国、中華民国 

      （２）  欧 州  ドイツ、スウェーデン、フランス、フィンランド、スイス、ハンガリー、イギリス 

      （３） 南 米  ブラジル 

      （４） 北 米  アメリカ、メキシコ、カナダ 

      （５） その他  ニュージーランド   

     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。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

（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〕

  
日本 

（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  2,713,482     293,223     3,006,706     －      3,006,706

 (2) セグメント間の内部売上高 

   又は振替高 
     261,832     2,577,692     2,839,524   (2,839,524)     －

  計      2,975,314     2,870,916     5,846,230  (2,839,524)     3,006,706

営業費用      2,743,160     2,870,341     5,613,502   (2,832,787)     2,780,714

営業利益（又は営業損失）      232,154      574      232,728   (6,736)     225,991

〔海外売上高〕

  アジア 欧州 南米 北米 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）   1,351,026     1,318     55,336     640     15,587  1,423,908

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － － －   3,006,706

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
     44.9      0.0      1.9      0.0      0.5      47.3

６．その他の情報
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