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1.  平成21年12月期第2四半期の連結業績（平成21年1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 ％

21年12月期第2四半期 15,198 △37.8 △1,476 ― △986 ― △1,170 ―
20年12月期第2四半期 24,422 △8.1 892 ― △56 ― 7 ―

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2四半期 △7.47 ―
20年12月期第2四半期 0.05 0.05

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2四半期 22,599 12,839 56.1 80.91
20年12月期 24,017 14,115 58.4 89.45

（参考） 自己資本   21年12月期第2四半期  12,688百万円 20年12月期  14,027百万円

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  有  
期末配当の有無につきましては、現時点では未定であります。 

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 ― 0.00
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  
平成21年12月期の業績予想につきましては、平成21年８月７日付の「業績予想の修正に関するお知らせ」にて公表いたしました通りとなっております。業績
予想に関する事項につきましては、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。 

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 36,530 △24.0 360 △88.2 600 100.7 120 △73.3 0.77
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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  

(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 
業績予想につきましては、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、今後様々な要因によって業績予想
とは大きく異なる可能性があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 2社 （社名
アライドテレシスネットワークス(株)  
コレガホールディングス(株)

）

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12月期第2四半期 156,876,421株 20年12月期  156,876,421株
② 期末自己株式数 21年12月期第2四半期  55,603株 20年12月期  55,603株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第2四半期 156,820,818株 20年12月期第2四半期 156,779,170株
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当第２四半期連結累計期間における国内外の経済は、企業収益の減少、設備投資の大幅な抑制、雇用環境の悪化

による個人消費の停滞など、先行き不透明な状況となっているものの、景気は底入れとなり、持ち直しの動きが見

られるようになりました。 

当社グループは、長期的視野に立ちプロモーション活動を継続し、一般企業はじめ、公共・医療・教育市場、軍

事施設、地域通信事業者にネットワーク・ソリューションを提供しております。そのような中で、民間企業におい

ては設備投資の抑制などによるＩＴ投資案件の延伸が続いております。また、案件数の多い公共関連は受注までに

期間を要しており、結果として連結売上高は151億98百万円（前年同期比37.8％減少）となりました。 

地域別にみると日本は、売上高78億35百万円（前年同期比38.7％減少）、欧米は、売上高64億60百万円（前年同

期比36.7％減少）、アジア・オセアニアは、売上高９億２百万円（前年同期比36.6％減少）となりました。 

利益面については、売上高の減少幅が大きかったことや特別損失として事業再編損１億23百万円を計上したこと

が影響しております。しかしながら、昨年、一昨年と利益体質の向上を図り、自社製品およびサポート・サービス

の販売に力を注いだことで、売上総利益率は48.5％（前年同期は46.7％）と高い数値を示しております。 

その結果、営業利益は、14億76百万円の損失（前年同期は８億92百万円の利益）、経常利益は、９億86百万円の

損失（前年同期は56百万円の損失）、四半期純利益は、11億70百万円の損失（前年同期は７百万円の利益）となり

ました。 

  

（１）資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、225億99百万円となり、前連結会計年度末に比べ14億18百万円減少い

たしました。これは主に、現金及び預金が増加した一方で、受取手形及び売掛金、商品及び製品、仕掛品、原材

料及び貯蔵品が減少したこと等によるものであります。負債につきましては、97億60百万円となり、前連結会計

年度末に比べ１億42百万円の減少となりました。これは主に、短期借入金および社債が増加した一方で、支払手

形及び買掛金が減少したこと等によるものであります。純資産につきましては、128億39百万円となり、前連結会

計年度末に比べ12億76百万円の減少となりました。なお、平成21年３月30日開催の当社第22回定時株主総会決議

に基づき、平成21年５月２日付にて、資本準備金及び利益準備金の額の減少ならびに剰余金の処分の効力が発生

し、振替処理により、資本剰余金が82億27百万円減少し、利益剰余金が同額増加しております。 

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末比18億37百万円増加となる51億

29百万円となりました。当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増減要因は、以下のと

おりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは５億62百万円の収入となりました。これは主に、税金等調整前四半期純

損失を11億７百万円計上、仕入債務の減少18億73百万円等があった一方、売上債権の減少30億20百万円、たな卸

資産の減少８億２百万円等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） 

 投資活動によるキャッシュ・フローは３億68百万円の支出となりました。これは主に、有形固定資産の取得に

よる支出１億33百万円、敷金及び保証金の差入による支出２億７百万円等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） 

  財務活動によるキャッシュ・フローは15億65百万円の収入となりました。これは主に、短期借入金の純増10億

98百万円と社債の発行による収入４億83百万円によるものであります。 

  

今年後半は景気も 悪期を脱して緩やかな回復に向かい始め、企業の設備投資も上向きに転じるものと推察され

ます。これにより、先送りとなっていた案件の成約が見込めること、受注確度の高い公共案件が増加していること

に加え、さらに一層のコスト削減を進めることにより、売上・利益とも順調に推移する見通しであります。なお、

想定為替レートは１ドル＝95円となっております。 

当社グループは、引き続きネットワーク・ソリューション営業を中心に、企業・自治体・医療・教育市場への展

開を進めるとともに、一層のシェア拡大と新規開拓に向けて営業力の強化に努めてまいります。 

なお、当該予想につきましては、平成21年８月７日に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」に

記載のとおり、平成21年２月17日発表の業績予想を以下のように修正しております。 

                                         （単位：百万円） 

  

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

  売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益 

前 回 発 表 予 想 （ Ａ ） 43,550 900 600 300 

今 回 修 正 予 想 （ Ｂ ） 36,530 360 600 120 

増  減  額 （ Ｂ － Ａ ） △7,020 △540 0 △180 

増   減   率 （ ％ ） △16.1 △60.0 0 △60.0 

（ご参考）前期実績 

（平成20年12月期） 
48,065 3,063 299 449 
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  平成21年１月１日付にて、アライドテレシスネットワークス株式会社（当社の連結子会社）はアライドテレシ

ス株式会社（当社の連結子会社）に、コレガホールディングス株式会社（当社の連結子会社）は株式会社コレガ

（当社の連結子会社）に吸収合併されたことにより連結子会社の数が減少し37社となっております。 

  

①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。 

②法人税等については、加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法により算出しております。な

お、連結財務諸表における重要性が乏しい連結子会社については、経営環境に著しい変化が発生しておらず、

四半期財務諸表における税金費用の計算にあたり、税引前四半期純利益に前年度の損益計算書における税効果

会計適用後の法人税等の負担率を乗じて計算する方法によっております。 

  

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。 

②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、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。なお、この変更に伴う損益への影響は軽微であります。

③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 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。 なお、この

変更に伴う損益への影響はありません。 

  

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２四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20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,391,839 3,557,382

受取手形及び売掛金 6,220,482 9,038,209

商品及び製品 4,962,163 5,161,803

仕掛品 206,015 341,887

原材料及び貯蔵品 1,058,038 1,268,542

前払費用 684,999 626,064

その他 1,093,652 1,284,362

貸倒引当金 △592,656 △550,811

流動資産合計 19,024,534 20,727,439

固定資産   

有形固定資産 2,342,043 2,262,659

無形固定資産   

その他 194,981 191,723

無形固定資産合計 194,981 191,723

投資その他の資産   

その他 1,063,022 856,145

貸倒引当金 △25,080 △20,066

投資その他の資産合計 1,037,942 836,079

固定資産合計 3,574,967 3,290,462

資産合計 22,599,502 24,017,902

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,438,181 4,132,966

短期借入金 1,731,653 609,350

1年内返済予定の長期借入金 37,614 31,668

1年内償還予定の社債 168,000 －

未払費用 1,232,682 1,127,207

未払金 648,829 845,674

未払法人税等 190,297 364,176

賞与引当金 240,826 236,002

前受収益 1,580,728 1,274,585

その他 298,497 427,352

流動負債合計 8,567,310 9,048,983

固定負債   

社債 332,000 －

長期借入金 109,707 108,199

退職給付引当金 642,139 641,089

その他 109,324 104,527
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（単位：千円）

当第２四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20年12月31日) 

固定負債合計 1,193,170 853,815

負債合計 9,760,480 9,902,799

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,807,675 9,807,675

資本剰余金 3,710,725 11,938,053

利益剰余金 △1,617,351 △8,673,732

自己株式 △12,085 △12,085

株主資本合計 11,888,963 13,059,910

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,048 △589

為替換算調整勘定 800,838 967,896

評価・換算差額等合計 799,789 967,306

新株予約権 150,268 87,886

純資産合計 12,839,021 14,115,102

負債純資産合計 22,599,502 24,017,902
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 15,198,837

売上原価 7,833,945

売上総利益 7,364,891

販売費及び一般管理費 8,841,756

営業損失（△） △1,476,864

営業外収益  

受取利息 10,200

受取配当金 24

持分法による投資利益 3,075

為替差益 527,119

その他 9,133

営業外収益合計 549,552

営業外費用  

支払利息 33,889

社債発行費 16,569

その他 8,582

営業外費用合計 59,041

経常損失（△） △986,353

特別利益  

固定資産売却益 1,362

貸倒引当金戻入額 3,301

新株予約権戻入益 1,502

特別利益合計 6,166

特別損失  

固定資産売却損 384

固定資産除却損 3,373

事業再編損 123,449

その他 26

特別損失合計 127,233

税金等調整前四半期純損失（△） △1,107,420

法人税、住民税及び事業税 63,526

法人税等合計 63,526

四半期純損失（△） △1,170,946
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１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損失（△） △1,107,420

減価償却費 249,464

貸倒引当金の増減額（△は減少） 18,357

賞与引当金の増減額（△は減少） 272

退職給付引当金の増減額（△は減少） △6,469

受取利息及び受取配当金 △10,224

支払利息 33,889

社債発行費 16,569

為替差損益（△は益） △616,445

持分法による投資損益（△は益） △3,075

固定資産売却損益（△は益） △978

固定資産除却損 3,373

事業再編損失 123,449

未払費用の増減額（△は減少） 53,821

売上債権の増減額（△は増加） 3,020,006

たな卸資産の増減額（△は増加） 802,526

仕入債務の増減額（△は減少） △1,873,707

前受収益の増減額（△は減少） 298,506

その他 △83,370

小計 918,545

利息及び配当金の受取額 10,224

利息の支払額 △33,953

法人税等の支払額 △216,887

事業再編による支出 △115,142

営業活動によるキャッシュ・フロー 562,786

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 △133,740

有形固定資産の売却による収入 1,614

無形固定資産の取得による支出 △35,922

投資有価証券の取得による支出 △298

貸付けによる支出 △9,584

貸付金の回収による収入 15,100

敷金及び保証金の差入による支出 △207,759

その他 1,655

投資活動によるキャッシュ・フロー △368,933
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（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１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） 1,098,809

長期借入金の返済による支出 △16,461

社債の発行による収入 483,430

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,565,778

現金及び現金同等物に係る換算差額 77,369

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,837,000

現金及び現金同等物の期首残高 3,292,853

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,129,853
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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。 

  

 該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日） 

当連結グループは、情報通信・ネットワーク関連事業のみを行っているため、事業の種類別セグメント情報の

記載は省略しております。  

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年１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又は地域 
(１)欧米        ： アメリカ、カナダ、イギリス、フランス、ドイツ、オランダ、イタリア 
(２)アジア・オセアニア ： シンガポール、中国、オーストラリア、ニュージーランド、韓国  
  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年１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又は地域 

(１)北米        ： アメリカ、カナダ 

(２)欧州        ： イギリス、フランス、ドイツ、オランダ、イタリア 

(３)アジア・オセアニア ： シンガポール、中国、オーストラリア、ニュージーランド、韓国 

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、平成21年５月２日付で、資本準備金の取崩しを行い欠損の填補に充当いたしました。この結果、資本

剰余金が当第２四半期連結会計期間において8,227,327千円減少し、当第２四半期連結会計期間末において

3,710,725千円となっております。 

  

（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） 
欧米

（千円） 

アジア・
オセアニア 
（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  7,835,916  6,460,420  902,499  15,198,837  －  15,198,837

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 318,350  54,938  3,919,002  4,292,290 (4,292,290)  －

計  8,154,267  6,515,359  4,821,502  19,491,128 (4,292,290)  15,198,837

営業利益又は損失（△）  △1,373,440  62,303  △39,553  △1,350,690 (126,174)  △1,476,864

〔海外売上高〕

  北米 欧州
アジア・ 
オセアニア 

計

Ⅰ 海外売上高(千円)  2,726,714  3,560,974  901,619  7,189,307

Ⅱ 連結売上高(千円) －  － －   15,198,837

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合(％) 
 17.9  23.4  5.9  47.3

（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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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

  

  
前中間連結会計期間

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日） 

区分 金額（千円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高        24,422,035  100.0

Ⅱ 売上原価        13,012,672  53.3

売上総利益        11,409,362  46.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費        10,517,045  43.0

営業利益        892,317  3.7

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取利息  27,098            

２．受取配当金  191            

３．その他  30,245  57,535  0.2

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  242,496            

２．為替差損  737,698            

３．持分法による投資損失  401            

４．その他  25,942  1,006,540  4.1

経常損失       △56,686 △0.2

Ⅵ 特別利益                  

１．固定資産売却益  1,306            

２．貸倒引当金戻入益  812            

３．その他  82  2,201  0.0

Ⅶ 特別損失                  

１．固定資産除却損  2,480            

２．過年度損益修正損  34,090  36,571  0.2

税金等調整前中間純損失       △91,056 △0.4

法人税、住民税及び事業税  245,052            

過年度法人税、住民税及び事
業税  27,118            

法人税等調整額 △370,803 △98,632 △0.4

中間純利益        7,576  0.0
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（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間純損失 △91,056

減価償却費  436,217

貸倒引当金の減少額 △37,541

賞与引当金の増加額  292,029

退職給付引当金の増加額  34,107

受取利息及び受取配当金 △27,290

支払利息   242,496

為替差損  618,829

有形固定資産売却益 △1,306

有形固定資産除却損  2,480

持分法による投資損  401

売上債権の減少額  1,922,095

たな卸資産の増加額 △7,582

仕入債務の減少額 △277,557

未払費用の増加額  145,093

その他  783,240

小計  4,034,658

利息及び配当金の受取額  27,290

利息の支払額 △241,705

法人税等の支払額 △349,542

営業活動によるキャッシュ・フロー  3,470,700

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 △306,967

有形固定資産の売却による収入  1,306

無形固定資産の取得による支出 △49,141

投資有価証券の取得による支出 △670

定期預金の純減額  185,492

貸付けによる支出 △25,096

貸付金の回収による収入  2,764

投資活動によるキャッシュ・フロー △192,312

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

短期貸付金の純減少額  △2,489,529

長期借入金の返済による支出 △693,664

社債の償還による支出 △134,000

株式の発行による収入  3,150

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,314,043

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △314,723

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △350,378

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  2,662,364

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高  2,311,986
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当連結グループは、情報通信・ネットワーク関連事業のみを行っているため、事業の種類別セグメント情報 

の記載は省略しております 。 

  

前中間連結会計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20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又は地域 
(１)欧米        ： アメリカ、カナダ、イギリス、フランス、ドイツ、オランダ、イタリア 
(２)アジア・オセアニア ： シンガポール、中国、オーストラリア、ニュージーランド、韓国 
  

前中間連結会計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20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又は地域 

(１)北米        ： アメリカ、カナダ 

(２)欧州        ： イギリス、フランス、ドイツ、オランダ、イタリア 

(３)アジア・オセアニア ： シンガポール、中国、オーストラリア、ニュージーランド、韓国 

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） 
欧米

（千円） 

アジア・
オセアニア 
（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  12,789,689  10,208,614  1,423,732  24,422,035  －  24,422,035

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 555,047  147,638  7,023,670  7,726,356 (7,726,356)  －

計  13,344,736  10,356,252  8,447,403  32,148,392 (7,726,356)  24,422,035

営業費用  12,695,004  10,001,500  8,575,915  31,272,420 (7,742,702)  23,529,717

営業利益又は損失（△）  649,731  354,752  △128,512  875,971  16,345  892,317

〔海外売上高〕

  北米 欧州
アジア・ 
オセアニア 

計

Ⅰ 海外売上高（千円）  4,155,733  6,052,881  1,423,732  11,632,346

Ⅱ 連結売上高（千円） － － －  24,422,035

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
 17.0  24.8  5.8  47.6

６．その他の情報
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