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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 9,909 △47.2 △899 ― △897 ― △643 ―

21年3月期第1四半期 18,752 ― 630 ― 680 ― 437 ―

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 △30.59 ―

21年3月期第1四半期 20.79 ―

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 37,400 15,431 40.8 726.36
21年3月期 36,465 15,432 41.9 726.58

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  15,275百万円 21年3月期  15,280百万円

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22年３月期の第２四半期末及び期末の配当は未定としております。 

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

21年3月期 ― 5.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― ― ―

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

19,000 △48.8 △2,000 ― △1,900 ― △3,800 ― △180.69

通期 40,000 △34.3 △1,900 ― △1,700 ― △3,600 ― △171.18
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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」の「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 

１．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する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。なお、上記の業績予想に関する事項につきましては、4ページ「定性的情報・財務諸
表等」の「３． 連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
２．配当金につきましては、業績及び配当政策等を勘案して検討しております。しかしながら、依然として厳しい経営環境が続くものと予想され、現時点では
未定とし、配当予想額の開示が可能となり次第、速やかに開示を行う予定であります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 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 23,396,787株 21年3月期  23,396,787株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  2,366,282株 21年3月期  2,366,072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 21,030,572株 21年3月期第1四半期 21,031,451株
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当第１四半期におけるわが国経済は、前第４四半期に引き続き世界経済の悪化により、厳しい状況が続いておりま

す。 

自動車業界においては、国内では減税対策もありハイブリッド車および一部の環境対応車においての販売拡大や新

興市場の一部では小型車の販売回復が見られるものの、北米市場での販売拡大には至らず引き続き厳しい販売状況と

なっております。 

自動車部品業界においても、自動車メーカーの減産により引き続き厳しい経営環境となっております。 

このような環境の中、当社グループの売上高は、自動車関係事業のみならず産機事業についても大幅な販売減少と

なり、連結売上高は99億9百万円で、前年同四半期に比べ88億43百万円（47.2％）の減少となりました。利益面にお

きましても、売上高の減少により営業利益は△8億99百万円となり、前年同四半期に比べ15億29百万円の減少、経常

利益は△8億96百万円で前年同四半期に比べ15億78百万円の減少、当期純利益は△6億43百万円で前年同四半期に比べ

10億80百万円の減少となりました。  

事業の種類別セグメントに申し上げますと次のとおりです。              （単位：百万円） 

１） マニュアルトランスミッション事業（Ｍ／Ｔ事業）につきましては、主力製品であるＳＵＶおよび商用車用

Ｍ/Ｔの販売が引き続き厳しい状況にあり、売上高は7億59百万円で、前年同四半期に比べ11億99百万円

（61.2％）の減少となり、営業利益は△2億25百万円で、前年同四半期に比べ2億57百万円の減少となりまし

た。 

２） 四輪駆動装置事業（四駆事業）につきましては、主力製品である大型ピックアップトラックおよびＳＵⅤ用

トランスファーの販売が引き続き厳しい状況にあり、売上高は25億15百万円で、前年同四半期に比べ33億68百

万円(57.3％）の減少となり、営業利益は△1億41百万円で、前年同四半期に比べ2億72百万円の減少となりま

した。 

３） 部品事業につきましては、自動車業界全体の大幅な販売減少により、売上高は54億11百万円で、前年同四半

期に比べ32億92百万円（37.8％）の減少となり、営業利益は△4億29百万円で、前年同四半期に比べ6億90百万

円の減少となりました。 

４） 産業機械事業（産機事業）につきましては、主力製品である大型トラクター用パワーシフトトランスミッシ

ョンが大幅な売上げ減少となり、売上高は11億76百万円で、前年同四半期に比べ9億45百万円（44.6％）の減

少となり、営業利益では△1億7百万円で、前年同四半期に比べ2億92百万円の減少となりました。 

５） その他事業につきましては、売上高は46百万円で、前年同四半期に比べ37百万円（44.9％）の減少となり、

営業利益は2百万円で、前年同四半期に比べ17百万円（88.0％）の減少となりました。 

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

事業区分 

第76期第１四半期 第77期第１四半期 増    減 

売上高  営業利益 売上高 
営業利益又は

営業損失(△)
売上高 

営業利益又は 

営業損失 

 Ｍ／Ｔ事業  1,958  31  759  △225  △1,199 (△61.2%)  △257 －

 四駆事業  5,884  131  2,515  △141  △3,368 (△57.3%)  △272 －

 部品事業  8,704  260  5,411  △429  △3,292 (△37.8%)  △690     －

 産機事業  2,122  184  1,176  △107  △945 (△44.6%)  △292 －

 その他事業  83  20  46  2  △37 (△44.9%)  △17 (△88.0%)

 消去又は全社  －  △1  －  △2  － －  1 －

 合 計  18,752  630  9,909  △899  △8,843 (△47.2%)  △1,529     －
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所在地別セグメントの概要は次のとおりです。 

１） 日本国内においては、自動車関係のみならず産機事業を含め全ての事業において大幅な販売減となり、売

上高は96億77百万円で、前年同四半期に比べ83億58百万円（46.3％）の減少となり、営業利益は△8億65百万

円で、前年同四半期に比べ14億41百万円の減少となりました。 

２） 北米地域においては、四輪バギー用部品や北米向けのフォークリフト用トランスミッションの販売が依然

として低迷しており、売上高は2億8百万円で、前年同四半期に比べ4億49百万円（68.4％）の減少となり、営

業利益は△51百万円で、前年同四半期に比べ72百万円の減少となりました。 

３） アジア地域においては、インドネシア国内向け販売の減少により売上高は23百万円で、前年同四半期に比

べ34百万円（59.5％）の減少となり、さらに輸出販売の減少により、営業利益は2百万円で、前年同四半期に

比べ25百万円（91.1％）の減少となりました。  

当第１四半期末の総資産は374億円となり、前連結会計年度末に比べ9億34百万円増加いたしました。これは主に投

資有価証券の時価評価等による増加9億4百万円によるものであります。 

当第１四半期末の負債は219億69百万円となり、前連結会計年度末に比べ9億35百万円増加いたしました。これは主

に借入金の増加6億79百万円、賞与引当金の増加2億29百万円等によるものです。 

当第１四半期末の純資産は154億31百万円となり、前連結会計年度末に比べ1百万円減少いたしました。これは主に

利益剰余金の減少6億43百万円、投資有価証券の時価評価によるその他有価証券評価差額金の増加5億61百万円、為替

換算調整勘定の増加76百万円等によるものです。 

以上の結果、自己資本比率は40.8％となり、前連結会計年度末と比較して1.1ポイント減少しております。  

［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57億87百万円となり、前期

末と比べ6億52百万円（12.7％）増加しました。 

当第１四半期連結会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） 

営業活動の結果得られた資金は3億99百万円（前年同四半期比63.9％減）となりました。 

これは主に、税金等調整前四半期純損失△6億37百万円、減価償却費8億54百万円、棚卸資産の減少4億6百万円、売上

債権の増加△2億68百万円等によるものです。 

（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△4億40百万円（前年同四半期比35.2％減）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△4億42百万円等によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果増加した資金は6億79百万円となりました。 

これは主に、短期借入金純減額△1億25百万円、長期借入金による収入10億円、長期借入金の返済による支出△1億95

百万円等によるものです。 

  

連結業績予想に関しては、特段の変更はございません。    

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

㈱ユニバンス（7254）平成22年3月期　第１四半期決算短信

－ 4 －



  

 該当事項はありません。  

  

(簡便な会計処理) 

① 棚卸資産の実地棚卸の省略 

 当第１四半期連結会計期間末の棚卸資産の算出に関して、実地棚卸を省略し前連結会計年度末に係る実地棚

卸高を基礎として合理的な方法により算出しております。 

② 固定資産の減価償却の算定方法 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法に

よっております。 

③ 税金費用の計算 

 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む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、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

 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。 

  

 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 5,800,085 5,146,336

受取手形及び売掛金 6,987,486 6,912,684

製品 574,954 685,093

仕掛品 892,680 993,190

原材料及び貯蔵品 1,852,811 2,024,122

繰延税金資産 4,402 8,885

その他 720,111 491,157

貸倒引当金 △11,223 △10,442

流動資産合計 16,821,309 16,251,027

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 10,245,288 10,215,042

減価償却累計額 △6,856,882 △6,777,712

建物及び構築物（純額） 3,388,405 3,437,330

機械装置及び運搬具 52,324,818 52,751,758

減価償却累計額 △42,363,002 △42,388,132

機械装置及び運搬具（純額） 9,961,815 10,363,626

工具、器具及び備品 4,097,828 4,268,272

減価償却累計額 △3,513,383 △3,666,036

工具、器具及び備品（純額） 584,444 602,235

土地 2,563,080 2,560,130

建設仮勘定 8,261 29,343

有形固定資産合計 16,506,009 16,992,666

無形固定資産 1,034,987 1,085,199

投資その他の資産   

投資有価証券 2,973,596 2,069,188

その他 77,462 79,296

貸倒引当金 △12,762 △11,504

投資その他の資産合計 3,038,296 2,136,980

固定資産合計 20,579,292 20,214,847

資産合計 37,400,602 36,465,874
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,512,231 4,282,714

短期借入金 1,431,014 1,212,975

未払金 1,139,721 1,526,271

未払費用 1,570,304 1,464,749

未払法人税等 24,598 33,866

賞与引当金 722,666 493,542

環境対策引当金 28,563 28,563

その他 142,404 74,742

流動負債合計 9,571,505 9,117,425

固定負債   

長期借入金 8,287,352 7,825,821

繰延税金負債 702,546 368,358

退職給付引当金 3,092,227 3,402,557

役員退職慰労引当金 307,880 309,880

その他 7,523 9,000

固定負債合計 12,397,529 11,915,617

負債合計 21,969,034 21,033,043

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,500,000 3,500,000

資本剰余金 2,075,882 2,075,882

利益剰余金 10,117,710 10,760,960

自己株式 △625,318 △625,278

株主資本合計 15,068,274 15,711,564

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 715,521 153,941

為替換算調整勘定 △508,160 △585,041

評価・換算差額等合計 207,360 △431,099

少数株主持分 155,931 152,366

純資産合計 15,431,567 15,432,831

負債純資産合計 37,400,602 36,465,874
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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 18,752,982 9,909,652

売上原価 16,557,736 9,718,751

売上総利益 2,195,246 190,901

販売費及び一般管理費   

荷造費 69,208 31,624

人件費 695,244 524,748

賃借料 50,967 31,161

減価償却費 88,709 112,383

賞与引当金繰入額 106,688 49,833

役員賞与引当金繰入額 3,250 －

退職給付費用 32,253 31,204

その他の販売費 518,789 309,048

営業利益又は営業損失（△） 630,134 △899,103

営業外収益   

受取利息 523 2,096

受取配当金 40,926 12,295

受取賃貸料 6,405 7,898

持分法による投資利益 653 1,871

その他 24,354 20,049

営業外費用   

支払利息 14,882 41,577

為替差損 6,199 760

その他 1,389 309

経常利益又は経常損失（△） 680,526 △897,540

特別利益   

固定資産売却益 520 1,770

貸倒引当金戻入額 151 573

国庫補助金 17,300 －

退職給付制度改定益 － 268,270

特別損失   

固定資産売却損 － 3,078

固定資産除却損 5,998 7,192

固定資産圧縮損 8,086 －

その他 377 －

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

684,035 △637,197

法人税等合計 241,897 3,608

少数株主利益 4,970 2,443

四半期純利益又は四半期純損失（△） 437,167 △643,249
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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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

684,035 △637,197

減価償却費 1,001,713 854,027

持分法による投資損益（△は益） △653 △1,871

退職給付引当金の増減額（△は減少） △183,202 △310,444

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △4,800 △2,000

賞与引当金の増減額（△は減少） 436,860 229,124

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 3,250 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 399 2,038

受取利息及び受取配当金 △41,449 △14,391

為替差損益（△は益） 34,049 △6,192

支払利息 14,882 41,577

固定資産除売却損益（△は益） 5,478 8,501

固定資産圧縮損 8,086 －

売上債権の増減額（△は増加） 118,259 △268,648

たな卸資産の増減額（△は増加） △75,426 406,038

その他の固定資産の増減額（△は増加） △823 1,834

その他の流動資産の増減額（△は増加） △73,057 △24,063

仕入債務の増減額（△は減少） 19,670 △7,954

未払費用の増減額（△は減少） △6,383 104,494

その他の流動負債の増減額（△は減少） △127,168 65,804

小計 1,813,722 440,676

利息及び配当金の受取額 42,474 14,204

利息の支払額 △15,584 △41,041

法人税等の支払額 △733,989 △14,456

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,106,622 399,383

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 △600 △800

投資有価証券の取得による支出 △389 △976

有形固定資産の取得による支出 △678,368 △442,132

有形固定資産の売却による収入 785 3,903

無形固定資産の取得による支出 △538 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △679,110 △440,004

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） △944,962 △125,309

長期借入れによる収入 800,000 1,000,000

長期借入金の返済による支出 △170,980 △195,120

自己株式の取得による支出 △28 △39

配当金の支払額 △126,280 －

少数株主への配当金の支払額 △385 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △442,635 679,530

現金及び現金同等物に係る換算差額 △14,052 14,040

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △29,176 652,949

現金及び現金同等物の期首残高 1,225,527 5,134,536

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,196,351 5,787,485
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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） 

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 

製品の種類、性質及び販売市場等の類似性を考慮して、「Ｍ／Ｔ事業」、「四輪駆動装置事業」、 「部品

事業」、「産業機械事業」、「その他事業」に区分しております。 

２．各事業区分の主要製品 

        ３．追加情報 

前第１四半期連結累計期間  

（有形固定資産の耐用年数の変更） 

「追加情報」に記載のとおり、平成20年度税制改正による減価償却制度の法定耐用年数及び資産区分の見

直しに伴い、当第１四半期連結会計期間より機械装置の耐用年数を短縮しております。 

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて営業利益は、Ｍ／Ｔ事業で12,761千円、四輪駆動装置

事業で34,078千円、部品事業で74,840千円、産業機械事業で9,574千円、それぞれ減少しております。  

（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〕

  Ｍ／Ｔ 
（千円） 

四輪駆動装
置 
（千円） 

部品
（千円） 

産業機械
（千円） 

その他
（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 
1,958,330 5,884,598 8,704,204 2,122,265 83,583 18,752,982 － 18,752,982

② セグメント間の内部

売上高又は振替高 
－ － － － 167,426 167,426 (167,426) －

計 1,958,330 5,884,598 8,704,204 2,122,265 251,010 18,920,409 (167,426) 18,752,982

営業利益 31,713 131,550 260,793 184,821 20,089 628,968 (△1,166) 630,134

  Ｍ／Ｔ 
（千円） 

四輪駆動装
置 
（千円） 

部品
（千円） 

産業機械
（千円） 

その他
（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 
759,271 2,515,802 5,411,642 1,176,850 46,086 9,909,652 － 9,909,652

② セグメント間の内部

売上高又は振替高 
－ － － 202 123,634 123,837 (123,837) －

計 759,271 2,515,802 5,411,642 1,177,052 169,721 10,033,490 (123,837) 9,909,652

営業利益又は営業損失(△） △225,380 △141,135 △429,558 △107,613 2,417 △901,270 (△2,166) △899,103

事業区分 主要製品

Ｍ／Ｔ ＳＵＶ車、商用車用トランスミッション 

四輪駆動装置 

４ＷＤ用トランスファー、フルタイム４ＷＤ用駆動力配分装置（ＡＸ

Ｃ）トルク感応型カム式ＬＳＤ（ＳＵＲＥＴＲＡＣ）、ハイブリッド用

ユニット 

部品 
オーバーランニングクラッチ、インプットシャフト、インナーレース、

フランジコンパニオン、ディスクブレーキ、ステアリング用部品 

産業機械 
農業機械用トランスミッション、建設機械用減速機、フォークリフト用

トランスミッション、工作機械 

その他 物流容器の洗浄、工場内作業、製品等輸送 
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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） 

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．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．本邦以外の区分に属する主な国々又は地域 

(1)北米………アメリカ 

 (2)アジア……インドネシア 

３．追加情報 

前第１四半期連結累計期間  

 （有形固定資産の耐用年数の変更） 

「追加情報」に記載のとおり、平成20年度税制改正による減価償却制度の法定耐用年数及び資産区分の見

直しに伴い、当第１四半期連結会計期間より機械装置の耐用年数を短縮しております。 

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて日本の営業利益は、131,255千円減少しております。  

〔所在地別セグメント情報〕

  日本 
（千円） 

北米
（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 18,036,516 657,875 58,590 18,752,982 － 18,752,982 

② セグメント間の内部売上

高又は振替高 
193,168 － 102,899 296,067 (296,067) － 

計 18,229,684 657,875 161,489 19,049,049 (296,067) 18,752,982 

営業利益 576,174 21,382 27,570 625,128 (△5,006) 630,134 

  日本 
（千円） 

北米
（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 9,677,774 208,157 23,721 9,909,652 － 9,909,652 

② セグメント間の内部売上

高又は振替高 
92,268 － 27,507 119,775 (119,775) － 

計 9,770,042 208,157 51,229 10,029,428 (119,775) 9,909,652 

営業利益又は営業損失（△） △865,256 △51,453 2,462 △914,247 (△15,144) △899,103 
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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） 

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．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に対する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1)北米………アメリカ・カナダ 

(2)その他の地域……インドネシア・オーストラリア 

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。  

 該当事項はありません。 

  該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕

  北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円） 1,895,244 76,594 1,971,839 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － 18,752,982 

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める割合

（％） 
10.1 0.4 10.5 

  北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円） 1,048,983 23,781 1,072,765 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － 9,909,652 

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める割合

（％） 
10.6 0.2 10.8 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報
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