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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 5,582 △37.7 107 △76.9 140 △68.3 47 △72.1

21年3月期第1四半期 8,959 ― 466 ― 443 ― 168 ―

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 2.35 2.34
21年3月期第1四半期 7.32 7.28

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 31,255 21,853 69.1 1,120.60
21年3月期 32,230 22,232 68.2 1,088.20

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  21,591百万円 21年3月期  21,975百万円

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 ― 8.00 ― 12.00 20.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

2.00 ― 3.00 5.00

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  有  
 

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

10,600 △37.3 120 △85.8 200 △76.4 0 ― 0.00

通期 24,500 △18.4 450 △63.4 500 △59.0 110 △76.9 5.51



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．業績予想につきましては、平成21年５月13日に公表しました内容から変更しております。詳細につきましては平成21年８月11日付の「業績予想の修正 
 に関するお知らせ」をご参照ください。 
２．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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等につい
 ては、４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。なお、１株当たり当期純利益は、当第１四半期の期中平
 均株式数を基に算出しております。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 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 23,218,901株 21年3月期  23,218,901株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  3,951,528株 21年3月期  3,024,228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 19,977,915株 21年3月期第1四半期 23,026,040株



当第１四半期連結累計期間の世界経済は、前連結会計年度後半から深刻化した金融危機及び実体経済の悪化に

より、極めて厳しい経済状況が継続しました。在庫調整の進展、各国政府の経済施策等の効果により中国等アジ

アを中心に景気持ち直しの動きが見られるものの、米国、欧州では依然設備投資及び生産の減少が続き、厳しい

景気後退局面は長期化することが予想されます。 

当社グループが参画いたします先端エレクトロニクス業界におきましては、市場における在庫調整が進んでお

り、前連結会計年度後半から急激に冷え込んでいた需要が、やや持ち直す傾向に向かっており、個人消費を中心

とした一部のデジタル家電や自動車関連市場については、回復の動きが見られます。しかしながら、企業におけ

る設備投資は見直し・見送りを余儀なくされており、本格的な市場回復には時間がかかるものと見込まれており

ます。 

このような状況のもと、当社グループにおける当第１四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高55億

82百万円（前年同期比37.7％減）、営業利益１億７百万円（同76.9％減）、経常利益１億40百万円（同68.3％

減）、四半期純利益47百万円（同72.1％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。なお、当第１四半期連結会計期間から事業の種類別

セグメントを変更したため、前年同四半期比較にあたっては前第１四半期連結累計期間分を変更後の区分に組み

替えて行っております。 

〔半導体設計事業〕 

半導体設計事業は、当社グループが蓄積してまいりました高度なエンジニアリング力を効果的に活用して高付

加価値商品・サービスの提供に努め、既存顧客への販売強化、多様なニーズへの対応と新規顧客開拓に注力し、

引き続き積極的な営業活動を展開してまいりました。主力商品の米国ケイデンス社製半導体設計用（ＥＤＡ）ソ

フトウェアは、前年同期実績には及ばなかったものの、保守契約の順調な伸長等により全体としては堅調に推移

いたしました。大手半導体メーカーに採用されております自社製テストシステムＲＥＴＳＥＴは、引き続き顧客

ニーズの取り込みとコスト削減に注力いたしましたが、半導体市況の冷え込みが大きく影響し、売上は減少いた

しました。また、三栄ハイテックス株式会社のＬＳＩ設計受託ビジネスは、厳しい環境の中、引き続き技術力の

向上による競争力の強化と顧客の設計需要の包括的な取り込みに積極的に取り組んでまいりましたが、市況悪化

の影響を受け業務案件数が減少し、前年同期実績には及びませんでした。 

その結果、当事業の売上高は23億75百万円（同30.2％減）、営業利益は１億98百万円（同62.0％減）となりま

した。 

〔電子部品事業〕 

電子部品事業は、デジタル家電やＯＡ・ＦＡ市場の既存顧客を中心に、当社のエンジニアリング力を活かし、

高付加価値商品の拡販、新規アプリケーションの開拓に努めてまいりました。しかしながら、前連結会計年度後

半から顕著化した景気低迷の中、一部に回復の基調は見られるものの市場全体の回復には至っておりません。ハ

ードディスク部門においてはＤＶＲ向け出荷が順調に推移するもＯＡ・ＦＡ市場の回復が遅れており、売上は減

少いたしました。デバイス部門においてはゲーム機向けＨＤＭＩチップの販売が前連結会計年度で終了したこと

やデジタル家電市況の悪化で販売は減少いたしました。アイティアクセス株式会社の組み込みソフトウェア、開

発支援ビジネスは、ＯＡ機器やデジタルテレビ、車載デジタル家電向けのライセンス販売が引き続き好調で、受

託開発案件に若干の落ち込みはあるものの、全体としては堅調に推移いたしました。 

その結果、当事業の売上高は32億６百万円（同42.3％減）、営業利益は１億66百万円（同49.1％減）となりま

した。 

  

所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。 

〔日本〕 

ハードディスクドライブ、電子デバイス、自社製テストシステムＲＥＴＳＥＴ等の販売が減少し、売上高は46

億87百万円（同36.9％減）、営業利益は３億64百万円（同56.9％減）となりました。 

〔アジア〕 

シンガポール及び香港におけるハードディスクドライブの販売が減少し、売上高は８億94百万円（同41.5％

減）、営業利益は１百万円（同77.6％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



当第１四半期連結会計期間末の総資産は、312億55百万円となり、前連結会計年度末に比べ９億74百万円減少して

おります。これは主に、受取手形及び売掛金や商品及び製品が減少したためであります。 

一方、負債は94億１百万円となり、前連結会計年度末に比べ５億95百万円減少しております。これは主に、支払

手形及び買掛金が減少したためであります。 

純資産は218億53百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億78百万円減少しております。これは主に、自己株式

を取得したためであります。この結果、自己資本比率は69.1％となり、前連結会計年度末に比べ0.9ポイント増加し

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、前連結会計年

度末に比べ67百万円増加し、28億91百万円となりました。 

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、６億67百万円の収入（前年同期比39.8％減）となりました。これ

は主に、仕入債務が減少したものの、売上債権の減少や前受金の増加により資金を得たためであります。 

 「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、83百万円の支出（同42.7％減）となりました。これは主に、短期

貸付けを行ったためであります。 

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、５億37百万円の支出（同77.5％減）となりました。これは主に、

自己株式の取得や配当金の支払いによるものであります。 

 当社は、平成21年５月13日に公表しました平成22年３月期第２四半期連結累計期間の業績予想を修正いたしまし

た。 

 詳細につきましては、平成21年８月11日付で別途公表しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照

ください。 

 該当事項はありません。 

１．簡便な会計処理 

①固定資産の減価償却費の算定方法 

減価償却の方法として定率法を採用している固定資産につきましては、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しております。 

②たな卸資産の評価方法 

当第１四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度末の実地

たな卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。 

③繰延税金資産及び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、前連結会計年度末以降に経営環境や一時差異の発生状況等に

著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニ

ングを利用する方法によっております。 

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。  

 該当事項はありません。 

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

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



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 2,891,261 2,823,324

受取手形及び売掛金 6,069,561 6,783,955

商品及び製品 2,618,695 3,087,989

前渡金 5,379,744 5,042,181

その他 1,305,266 1,114,760

貸倒引当金 △2,776 △1,455

流動資産合計 18,261,752 18,850,756

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 8,001,346 8,001,333

減価償却累計額 △3,179,038 △3,133,334

建物及び構築物（純額） 4,822,308 4,867,999

土地 5,687,498 5,687,498

その他 689,664 686,581

減価償却累計額 △428,471 △417,606

その他（純額） 261,193 268,974

有形固定資産合計 10,771,000 10,824,472

無形固定資産   

のれん 575,132 619,731

その他 135,455 155,150

無形固定資産合計 710,587 774,882

投資その他の資産   

投資有価証券 751,777 749,269

その他 937,641 1,202,402

貸倒引当金 △177,410 △171,761

投資その他の資産合計 1,512,007 1,779,910

固定資産合計 12,993,596 13,379,265

資産合計 31,255,348 32,230,022



（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 1,370,308 2,107,035

短期借入金 2,902,000 2,710,400

未払法人税等 31,006 74,045

前受金 3,454,102 3,244,136

賞与引当金 19,595 －

役員賞与引当金 1,700 －

その他 636,364 679,152

流動負債合計 8,415,076 8,814,769

固定負債   

長期借入金 550,000 750,000

退職給付引当金 272,796 265,188

役員退職慰労引当金 17,875 20,600

その他 146,199 147,181

固定負債合計 986,870 1,182,970

負債合計 9,401,946 9,997,740

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,517,159 10,517,159

資本剰余金 9,295,713 9,295,713

利益剰余金 3,181,292 3,376,608

自己株式 △1,423,476 △1,070,148

株主資本合計 21,570,689 22,119,333

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 55,250 36,351

繰延ヘッジ損益 △27,649 △56,428

為替換算調整勘定 △7,266 △123,362

評価・換算差額等合計 20,334 △143,438

新株予約権 69,412 69,412

少数株主持分 192,965 186,974

純資産合計 21,853,402 22,232,282

負債純資産合計 31,255,348 32,230,022



（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 8,959,701 5,582,544

売上原価 7,218,212 4,389,801

売上総利益 1,741,489 1,192,743

販売費及び一般管理費 1,275,142 1,084,799

営業利益 466,346 107,943

営業外収益   

不動産賃貸料 150,167 126,511

その他 43,122 12,840

営業外収益合計 193,289 139,351

営業外費用   

支払利息 28,623 －

不動産賃貸費用 113,687 87,656

為替差損 69,789 －

その他 4,366 19,198

営業外費用合計 216,467 106,855

経常利益 443,168 140,440

特別損失   

投資有価証券償還損 － 9,205

ゴルフ会員権売却損 － 2,682

たな卸資産評価損 38,258 －

特別損失合計 38,258 11,887

税金等調整前四半期純利益 404,910 128,552

法人税等 224,138 75,059

少数株主利益 12,169 6,472

四半期純利益 168,602 47,020



（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 404,910 128,552

減価償却費 100,333 89,342

のれん償却額 44,599 44,599

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,673 1,055

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,268 7,607

受取利息及び受取配当金 △6,376 △4,212

支払利息 28,623 9,947

売上債権の増減額（△は増加） 2,024,498 754,111

たな卸資産及び前渡金の増減額（△は増加） △212,095 97,543

仕入債務の増減額（△は減少） △471,535 △787,645

前受金の増減額（△は減少） 497,973 209,965

その他 △260,008 186,688

小計 2,147,980 737,556

利息及び配当金の受取額 5,180 3,101

利息の支払額 △30,935 △9,922

法人税等の支払額 △1,013,182 △63,260

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,109,043 667,474

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 △9,558 △6,739

投資有価証券の取得による支出 △116,596 －

短期貸付けによる支出 － △79,928

その他 △20,052 2,832

投資活動によるキャッシュ・フロー △146,206 △83,835

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） △1,482,869 300,000

長期借入金の返済による支出 △367,400 △308,400

自己株式の取得による支出 △348,388 △354,315

配当金の支払額 △187,634 △173,892

少数株主への配当金の支払額 △1,810 △362

その他 △227 △935

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,388,329 △537,906

現金及び現金同等物に係る換算差額 △134,408 22,204

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,559,901 67,936

現金及び現金同等物の期首残高 3,134,442 2,823,324

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,574,540 2,891,261



 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．事業区分は内部管理上採用している区分によっております。 

２．各事業区分に属する主要な内容 

半導体設計事業………………ＥＤＡソフトウェア、テストシステム、ＬＳＩ受託設計開発 

電子部品事業…………………電子デバイス、ハードディスクドライブ、組込ソフト開発 

３．事業区分の変更 

 事業区分の方法については、従来、内部管理上採用している区分によっておりますが、当第１四半期連結

会計期間より一部について事業戦略の見直しとそれに伴う内部組織体制の変更を行ったため、内部管理上の

組織変更に合わせて、従来「電子部品事業」に含めておりましたＡＳＩＣ受託設計販売及びボード開発販売

を「半導体設計事業」に含めることとしております。 

 この結果、従来の方法に比較して当第１四半期連結累計期間の売上高は、半導体設計事業が536,115千円

増加し、電子部品事業が536,115千円減少しております。また、営業利益は、半導体設計事業が2,586千円増

加し、電子部品事業が2,586千円減少しております。 

４．当第１四半期連結累計期間における消去又は全社の項目に含めた配賦不能な営業費用の金額は、383,335千

円であり、その主なものは、親会社の管理部門に係る費用であります。 

５．追加情報 

当第１四半期連結会計期間より、一部の連結子会社については役員退職慰労金制度を設けたことに伴い、

役員退職慰労引当金を計上しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が

半導体設計事業で1,380千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〕

  
半導体設計

事業 
（千円） 

電子部品
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  3,674,680  5,285,021  8,959,701  －  8,959,701

（2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  3,674,680  5,285,021  8,959,701  －  8,959,701

営業利益  561,386  288,296  849,682  △383,335  466,346



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．事業区分は内部管理上採用している区分によっております。 

２．各事業区分に属する主要な内容 

半導体設計事業………………ＥＤＡソフトウェア、テストシステム、ＬＳＩ受託設計開発 

電子部品事業…………………電子デバイス、ハードディスクドライブ、組込ソフト開発 

３．事業区分の変更 

 事業区分の方法については、従来、内部管理上採用している区分によっておりますが、当第１四半期連結

会計期間より一部について事業戦略の見直しとそれに伴う内部組織体制の変更を行ったため、内部管理上の

組織変更に合わせて、従来「半導体設計事業」に含めておりましたボード開発販売を「電子部品事業」に含

めることとしております。 

   なお、前第１四半期連結累計期間のセグメント情報を、当第１四半期連結累計期間において用いた事業区

分の方法により区分すると次のようになります。 

 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） 

  
半導体設計

事業 
（千円） 

電子部品
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  2,375,559  3,206,985  5,582,544  －  5,582,544

（2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 9,342  －  9,342  △9,342  －

計  2,384,901  3,206,985  5,591,886  △9,342  5,582,544

営業利益  198,506  166,861  365,367  △257,423  107,943

  
半導体設計

事業 
（千円） 

電子部品
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  3,404,862  5,554,839  8,959,701  －  8,959,701

（2）セグメント間の 

内部売上高又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  3,404,862  5,554,839  8,959,701  －  8,959,701

営業利益  522,126  327,555  849,682  △383,335  466,346



    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．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内訳は次のとおりであります。 

アジア・・・・シンガポール、中国、香港 

３．当第１四半期連結累計期間における消去又は全社の項目に含めた配賦不能な営業費用の金額は、

383,335千円であり、その主なものは、親会社の管理部門に係る費用であります。 

４．追加情報 

当第１四半期連結会計期間より、一部の連結子会社については役員退職慰労金制度を設けたことに伴

い、役員退職慰労引当金を計上しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業

利益が日本で1,380千円減少しております。 

    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．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内訳は次のとおりであります。 

アジア・・・・シンガポール、中国、香港 

〔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  7,430,749  1,528,952  8,959,701  －  8,959,701

（2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 1,268,179  4,512  1,272,691  △1,272,691  －

計  8,698,929  1,533,464  10,232,393  △1,272,691  8,959,701

営業利益  844,197  5,484  849,682  △383,335  466,346

  
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  4,687,665  894,878  5,582,544  －  5,582,544

（2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 847,017  31,748  878,766  △878,766  －

計  5,534,682  926,627  6,461,310  △878,766  5,582,544

営業利益  364,138  1,229  365,367  △257,423  107,943



  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．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す。 

     （1）アジア・・・・・マレーシア、台湾、中国、香港、シンガポール、韓国、タイ 

     （2）ヨーロッパ・・・ハンガリー、ドイツ、ベルギー、イギリス 

     （3）北米・・・・・・アメリカ 

    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。 

  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．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりです。 

     （1）アジア・・・・・マレーシア、台湾、中国、香港、シンガポール、韓国、タイ 

     （2）ヨーロッパ・・・ハンガリー、フランス 

     （3）北米・・・・・・アメリカ 

    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。   

 当社は、当第１四半期連結会計期間において、自己株式927,300株を取得しております。この結果、当第１四

半期連結会計期間において自己株式が353,328千円増加し、当第１四半期連結会計期間末において自己株式が

1,423,476千円となっております。 

〔海外売上高〕

  アジア ヨーロッパ 北米 計 

 Ⅰ 海外売上高（千円）  2,601,329  202,125  291,304  3,094,759

 Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  8,959,701

 Ⅲ 連結売上高に占める海外 

   売上高の割合（％） 
 29.0  2.3  3.2  34.5

  アジア ヨーロッパ 北米 計 

 Ⅰ 海外売上高（千円）  1,112,744  179,136  4,629  1,296,509

 Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  5,582,544

 Ⅲ 連結売上高に占める海外 

   売上高の割合（％） 
 19.9  3.2  0.1  23.2

（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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