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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6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 ％

22年3月期第1四半期 20,785 △12.1 357 △15.8 510 △19.5 244 △1.7
21年3月期第1四半期 23,651 ― 424 ― 633 ― 248 ―

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

22年3月期第1四半期 502.60 501.01
21年3月期第1四半期 511.37 ―

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

22年3月期第1四半期 38,074 14,395 35.7 27,908.73
21年3月期 40,270 14,059 32.9 27,271.24

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  13,592百万円 21年3月期  13,263百万円

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   

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

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 ― 140.00 140.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3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

42,000 △9.3 300 132.3 300 9.0 150 ― 308.41

通期 90,000 △4.7 1,300 14.3 1,300 △1.0 680 ― 1,398.10
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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）  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、５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） 

(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 
上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確実な要素を含んでおります。 
実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 493,036株 21年3月期  492,386株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  6,013株 21年3月期  6,013株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 486,380株 21年3月期第1四半期 486,383株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国並びに世界経済は、百年に一度と言われる未曾有の経済不況の中、主

要各国において過去に例を見ない規模での財政発動がおこなわれ、不況からの早期脱出が試みられた結果、景気の

底打ち感は見られ始めたものの、企業収益の落ち込みに伴う設備投資の抑制や、雇用・所得環境の改善の遅れに伴

う個人消費の低迷により、厳しい環境で推移しました。 

当社グループの属するパソコン業界におきましては、ネットブックと呼ばれる低価格のミニノートパソコンが個

人向けに引き続き人気を集めたのを除いて、売上は全般的に低迷し、世界市場での総出荷台数は前年同四半期比で

減少いたしました。また、社団法人電子情報技術産業協会の発表によれば、国内のパソコンの出荷台数は前年同四

半期比11.9％減、出荷金額は同26.6％減となり、夏のボーナス商戦期においても、個人所得の改善が遅れる中、パ

ソコン及び関連製品の売上は不振が続く結果となりました。市場の縮小と平均販売価格の低下により、業界各社の

経営環境はますます厳しい状況となっております。 

このような状況の中で、当社グループは、「マウスコンピューター」「パソコン工房」をメインブランドとする

BTO（受注生産）・完成品パソコンの製造・販売と、CPU（中央演算処理装置）・マザーボードをはじめとするパソ

コン基幹パーツの卸売・小売を中心に、引き続きマーケットのニーズを的確に汲み取りながら、適切な収益の確保

を念頭に置いて事業を展開してまいりました。また、重複機能の強化・効率化及び販売体制の強化を目的として連

結子会社間の合併（株式会社マウスコンピューター及び株式会社iriver japan）を決定したほか、不採算事業から

の撤退（カフェスタ株式会社の株式会社ジークレストへの事業譲渡、及びＦＸトレード株式会社の株式会社ＩＦＧ

への株式譲渡）を完了し、収益体質の強化を目的としたグループ事業の再編をおこないました。 

しかしながら、パソコン市場全般の低迷の影響を補うことができず、当第１四半期連結累計期間の売上高は

20,785百万円（前年同四半期比12.1％減）となりました。利益面におきましては、売上高が減少いたしました結

果、営業利益は357百万円（前年同四半期比15.8％減）、経常利益は510百万円（同19.5％減）となり、四半期純利

益は244百万円（同1.7％減）となりました。 

  

 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。 

  

(1)パソコン関連事業 

「マウスコンピューター」ブランドによるパソコン及び「iiyama」ブランドによる液晶ディスプレイの国内製

造・販売部門においては、市場規模の縮小にも関わらず、パソコンの出荷台数は前年同四半期実績を上回ったもの

の、ネットブックの市場拡大等の影響による平均販売価格の低下、企業収益の悪化に伴う法人需要の低迷、液晶デ

ィスプレイの調達難等により、売上高・営業利益ともに前年同四半期比で減少いたしました。 

「iiyama」ブランドによる液晶ディスプレイの欧州販売部門においては、引き続き新モデル等の販売が好調に推

移し、出荷台数は前年同四半期実績を上回ったものの、主要部材である液晶パネルの大幅な価格低下に伴う平均販

売価格の低下、前年同四半期比での大幅な円高ユーロ安等により、売上高・営業利益ともに前年同四半期比で減少

いたしました。 

「パソコン工房」「Faith」「TWOTOP」ブランドで全国に店舗展開する小売部門においては、店舗のリニューア

ル等の集客力強化の効果が持続したことにより、市場規模の縮小にも関わらず、売上高は前年同四半期水準を維持

いたしました。また、粗利率を１パーセント以上改善したことに加え、販管費の抑制に努めたことにより、営業利

益は前年同四半期比で増加いたしました。 

パソコン及びCPU・ハードディスク・マザーボード・グラフィックボード等パソコン基幹パーツの代理店販売・

卸売部門においては、国内パソコン市場全般の低迷、とりわけ自作パソコン市場の低迷の影響を受けたことによ

り、売上高・営業利益ともに前年同四半期比で減少いたしました。 

「iriver」「SIREN」ブランドのデジタルオーディオプレーヤー及びポータブルデバイスの販売部門においては、

市場の縮小と価格競争の激化により、売上高は前年同四半期比で減少し、営業損失を計上いたしました。 

これらの結果、当事業における売上高は20,300百万円（前年同四半期比12.2％減）、営業利益は280百万円（同

13.6％減）となりました。 

  

(2)メディア事業 

メディア事業部門においては、出版市場も引き続き縮小傾向にある中、コンピューター関連書籍を主力としなが

ら、ビジネス書や理工書の売上拡大にも努めましたが、売上高・営業利益ともに前年同四半期比で減少いたしまし

た。 

この結果、当事業における売上高は485百万円（前年同四半期比6.9％減）、営業利益は76百万円（同17.9％減）

となりました。  

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
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(1)資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は38,074百万円となり、前連結会計年度末と比べて2,195百万円

の減少となりました。これは主に、子会社でありましたＦＸトレード株式会社の株式売却に伴う連結除外による

総資産の減少並びに受取手形及び売掛金が1,266百万円減少したことによるものであります。 

負債合計は23,678百万円となり、前連結会計年度末と比べて2,532百万円の減少となりました。これは主に、

買掛金の増加481百万円等があったものの、子会社でありましたＦＸトレード株式会社の株式売却に伴う連結除

外による負債の減少及び借入金の返済により借入金が3,310百万円純減したこと、税金の支払等により未払法人

税等が219百万円減少したことによるものであります。 

純資産合計は14,395百万円となり、前連結会計年度末と比べて336百万円の増加となりました。これは主に、

四半期純利益244百万円の計上によるものであります。 

  

(2)キャッシュ・フローの状況 

当第１四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。）の残高は10,875百万円と

なり、前連結会計年度末に比べて754百万円減少となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は1,229百万円（前年同四半期は44百万円の

使用）となりました。これは主に、たな卸資産の増加額777百万円及び法人税等の支払額431百万円の減少要因に

対し、税金等調整前四半期純利益514百万円、売上債権の減少額1,292百万円、仕入債務の増加額461百万円の増

加要因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） 

当第１四半期連結累計期間において投資活動の結果得られた資金は176百万円（前年同四半期は216百万円の使

用）となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出35百万円及び無形固定資産の取得による支出27

百万円に対し、連結範囲の変更に伴う子会社株式の売却による収入189百万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） 

当第１四半期連結累計期間において財務活動の結果使用した資金は2,179百万円（前年同四半期比362.1％増）

となりました。これは主に、長期借入れによる収入500百万円に対し、短期借入金の純減額1,914百万円及び長期

借入金の返済による支出717百万円、社債の償還による支出50百万円等によるものであります。 

  

当第１四半期連結累計期間の業績につきましては、第２四半期連結累計期間の利益予想を既に上回っております

が、夏のボーナス商戦期以降も、マイクロソフト社の新OS（オペレーティングシステム）「Windows 7」の販売開始

まで国内パソコン市場は厳しい状況が続くものと予想され、当初の予想以上に売上高が減少する可能性があるこ

と、為替相場が短期間で円安に向かう可能性も十分に想定され、営業外費用が発生する可能性があることから、現

時点におきましては第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想に変更はございません。 

当社グループは、主力事業であるパソコン関連事業において、引き続き新たな製品及びパーツ需要を積極的に取

り込み、市場規模が縮小する中、売上高の減少を 小限に止めるよう努める一方、グループ各社の物流拠点を統合

する等、グループとしての全体 適を図るとともに、グループ各社におけるコスト削減施策を継続・徹底すること

により、連結業績予想の達成に向けて経営努力を重ねてまいります。 

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
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該当事項はありません。 

  

①簡便な会計処理 

1)棚卸資産の評価方法 

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を見積もり、簿価

切下げを行う方法によっております。 

2)繰延税金資産又は繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度以降の経営環境等、又は、一時差異の発生状況

に著しい変化が認められた場合には、前連結会計年度において使用した将来の業績予想やタックス・プランニン

グに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。 

  

②四半期財務諸表作成の特有な会計処理の適用 

該当事項はありません。 

  

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
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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１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 11,490,623 12,141,025

受取手形及び売掛金 7,357,713 8,623,754

営業投資有価証券 64,731 78,895

商品及び製品 9,550,609 9,301,073

仕掛品 59,388 66,970

原材料及び貯蔵品 1,706,289 1,152,181

その他 1,657,642 2,473,541

貸倒引当金 △91,789 △88,596

流動資産合計 31,795,210 33,748,845

固定資産   

有形固定資産 2,410,359 2,484,169

無形固定資産   

のれん 1,475,004 1,504,491

その他 399,758 390,233

無形固定資産合計 1,874,763 1,894,724

投資その他の資産   

投資その他の資産 2,205,723 2,372,648

貸倒引当金 △211,450 △230,091

投資その他の資産合計 1,994,272 2,142,557

固定資産合計 6,279,395 6,521,452

資産合計 38,074,605 40,270,298

負債の部   

流動負債   

買掛金 5,964,580 5,483,197

短期借入金 8,100,000 10,997,032

未払法人税等 159,325 378,878

製品保証引当金 393,052 374,601

その他の引当金 460,641 539,687

その他 3,239,934 2,609,148

流動負債合計 18,317,533 20,382,545

固定負債   

社債 200,000 249,500

長期借入金 4,254,000 4,667,950

退職給付引当金 391,079 382,952

その他の引当金 97,670 94,630

その他 418,414 433,128

固定負債合計 5,361,164 5,828,160

負債合計 23,678,697 26,210,705
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,777,208 3,775,035

資本剰余金 8,263,612 9,540,558

利益剰余金 2,158,093 633,280

自己株式 △359,209 △359,209

株主資本合計 13,839,705 13,589,664

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 31,564 △40,791

繰延ヘッジ損益 △4,712 3,260

為替換算調整勘定 △274,361 △288,136

評価・換算差額等合計 △247,509 △325,667

新株予約権 18,967 16,000

少数株主持分 784,745 779,595

純資産合計 14,395,908 14,059,592

負債純資産合計 38,074,605 40,270,298
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（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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 23,651,394 20,785,951

売上原価 19,595,683 17,178,212

売上総利益 4,055,710 3,607,739

販売費及び一般管理費 3,630,771 3,249,992

営業利益 424,938 357,747

営業外収益   

受取利息 6,259 11,978

受取配当金 977 －

為替差益 － 136,852

負ののれん償却額 4,604 4,604

投資有価証券売却益 5,754 －

デリバティブ評価益 295,437 －

その他 40,883 57,448

営業外収益合計 353,916 210,884

営業外費用   

支払利息 43,962 42,672

持分法による投資損失 6,155 －

為替差損 67,153 －

その他 27,787 15,439

営業外費用合計 145,058 58,111

経常利益 633,797 510,519

特別利益   

貸倒引当金戻入額 5,342 31,216

投資有価証券売却益 2,806 10,500

子会社株式売却益 － 15,796

その他 128 126

特別利益合計 8,277 57,639

特別損失   

固定資産売却損 1,133 －

減損損失 4,939 18,324

事業整理損失引当金繰入額 70,547 －

事業所移転費用引当金繰入額 － 29,082

その他 14,576 6,625

特別損失合計 91,196 54,033

税金等調整前四半期純利益 550,878 514,125

法人税、住民税及び事業税 236,753 175,212

法人税等調整額 52,293 74,995

法人税等合計 289,046 250,208

少数株主利益 13,109 19,465

四半期純利益 248,722 244,452
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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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６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利益 550,878 514,125

減価償却費 89,896 82,089

減損損失 4,939 18,324

のれん償却額 104,098 26,879

負ののれん償却額 △4,604 △4,604

受取利息及び受取配当金 △7,236 △11,978

支払利息 43,962 42,672

持分法による投資損益（△は益） 6,155 －

投資有価証券売却損益（△は益） △8,560 △10,500

投資有価証券評価損益（△は益） 8,139 －

デリバティブ評価損益（△は益） △295,437 －

事業整理損失引当金の増減額（△は減少） 70,547 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,524,705 1,292,579

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,029,139 △777,639

仕入債務の増減額（△は減少） △110,781 461,889

未収入金の増減額（△は増加） △27,366 －

未払金の増減額（△は減少） △39,160 －

前受金の増減額（△は減少） △35,682 －

預り金の増減額（△は減少） 90,744 －

その他 19,205 15,915

小計 955,302 1,649,752

利息及び配当金の受取額 6,836 12,333

利息の支払額 △48,307 △35,559

法人税等の支払額 △958,316 △431,008

法人税等の還付額 － 33,640

営業活動によるキャッシュ・フロー △44,484 1,229,158

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 △3,910 △3,900

定期預金の払戻による収入 25,537 －

有形固定資産の取得による支出 △108,426 △35,832

有形固定資産の売却による収入 1,141 －

無形固定資産の取得による支出 △131,259 △27,300

差入保証金の差入による支出 △35,713 △39,233

差入保証金の回収による収入 16,795 85,318

投資有価証券の取得による支出 △89,944 －

投資有価証券の売却による収入 115,933 10,500

子会社株式の取得による支出 △1,810 △14,950

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

－ 189,139

その他 △5,259 13,023

投資活動によるキャッシュ・フロー △216,915 176,764
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

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） △50,000 △1,914,217

長期借入れによる収入 500,000 500,000

長期借入金の返済による支出 △728,088 △717,670

社債の償還による支出 △70,100 △50,100

新株予約権の発行による収入 － 3,056

新株予約権の行使による株式の発行による収入 － 4,257

配当金の支払額 △117,122 △50

少数株主への配当金の支払額 △5,289 －

その他 △973 △4,562

財務活動によるキャッシュ・フロー △471,574 △2,179,285

現金及び現金同等物に係る換算差額 △61,450 19,061

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △794,424 △754,301

現金及び現金同等物の期首残高 8,542,102 11,630,077

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,747,677 10,875,776
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 該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６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事業内容 

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に係わる会計処理の原則・手続き、表示方法等の変更」②に記載のとおり、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）を適用しておりま

す。この変更に伴い、往来の方法によった場合に比べて、営業利益がパソコン関連事業で29,619千円減少して

おります。 

（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） 

「四半期連結財務諸表作成に係わる会計処理の原則・手続き、表示方法等の変更」③に記載のとおり、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）を適用しております。これによるセグメント情報に与える影響は軽微であります。 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６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事業内容 

（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〕

  

パソコン 

関連事業 

（千円） 

メディア 

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 
 23,129,974 521,419 23,651,394 － 23,651,394

(2) セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 1,816 181 1,997  △1,997 －

計  23,131,791 521,600 23,653,391  △1,997 23,651,394

営業利益  324,841 93,585 418,426  6,511 424,938

(1) パソコン関連事業 ： パソコン及びパソコンパーツ・周辺機器の製造販売 

(2) メディア事業 ： パソコン関連専門書等の出版  

  

パソコン 

関連事業 

（千円） 

メディア 

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 
 20,300,473 485,478 20,785,951 － 20,785,951

(2) セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 345 － 345  △345 －

計  20,300,819 485,478 20,786,297  △345 20,785,951

営業利益  280,770 76,845 357,616  131 357,747

(1) パソコン関連事業 ： パソコン及びパソコンパーツ・周辺機器の製造販売 

(2) メディア事業 ： パソコン関連専門書等の出版  
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前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

本邦の売上高は、全セグメント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。 

  

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

（注）１．海外売上高は、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．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

３．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) 欧州………………ドイツ、オランダ、イギリス、フランス、ポーランド等 

(2) その他の地域……米国、中国等  

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日）  

（注）１．海外売上高は、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．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

３．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) 欧州………………ドイツ、オランダ、イギリス、フランス、ポーランド等 

(2) その他の地域……米国、中国等 

  

当社は、平成21年６月26日付で、資本準備金8,363,218千円のうち、1,279,119千円をその他資本剰余金に振

り替え、さらにその他資本剰余金から1,279,119千円を繰越利益剰余金に振り替え欠損補填しております。 

また、平成21年５月14日開催の当社取締役会において、当社取締役、監査役及び従業員並びに当社子会社取

締役及び従業員に対して、第５回新株予約権の発行を決議しております。当該新株予約権の権利行使により、

資本金が2,173千円、資本準備金が2,173千円それぞれ増加しております。 

その結果、当第１四半期連結会計期間末において資本金が3,777,208千円、資本剰余金が8,263,612千円、利

益剰余金が2,158,093千円となっております。  

   

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

  欧州  その他の地域  計  

Ⅰ 海外売上高（千円） 2,342,415  134,287  2,476,703

Ⅱ 連結売上高（千円）       23,651,394

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  9.9  0.6  10.5

  欧州  その他の地域  計  

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,540,286  417,717 1,958,004

Ⅱ 連結売上高（千円）      20,785,951

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  7.4 2.0 9.4

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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