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1.  平成22年5月期第1四半期の連結業績（平成21年6月1日～平成21年8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 ％

22年5月期第1四半期 11,584 △4.3 1,217 24.5 1,414 17.9 1,060 120.9
21年5月期第1四半期 12,110 ― 977 ― 1,200 ― 479 ―

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5月期第1四半期 23.08 ―

21年5月期第1四半期 9.70 ―

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5月期第1四半期 86,166 74,273 86.1 1,615.00
21年5月期 85,602 72,399 84.5 1,574.47

（参考） 自己資本   22年5月期第1四半期  74,172百万円 21年5月期  72,312百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年5月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00

22年5月期 ―

22年5月期 
（予想）

10.00 ― 10.00 20.00

3.  平成22年5月期の連結業績予想（平成21年6月1日～平成22年5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

22,500 0.7 500 △48.4 750 561.6 500 ― 10.89

通期 48,500 6.9 1,300 9.5 1,650 144.2 1,100 ― 23.95
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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  
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） 

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。 

(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 

上記の予想は、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予測数値と異なる
結果になる可能性があります。業績予想に関連する事項については、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。 

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） 22年5月期第1四半期 50,910,750株 21年5月期  50,910,750株

② 期末自己株式数 22年5月期第1四半期  4,983,235株 21年5月期  4,982,793株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年5月期第1四半期 45,927,809株 21年5月期第1四半期 49,490,301株
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 当第１四半期連結会計期間（平成２１年６月１日～平成２１年８月３１日）におけるわが国経済は、世界的な景気後

退の影響により、企業収益が大幅に悪化し、所得の減少や雇用環境の悪化により、個人消費も低迷しました。世界経済

につきましては、アジアでは中国等の一部の国・地域の景気は持ち直しつつありますが、景気対策の効果が弱まってゆ

くことで、景気が下振れするリスクがあります。米国・欧州経済は 悪期を脱したものの、景気の低迷が持続するもの

と見られております。 

 当種苗業界におきましても、野菜は順調に推移しているものの、花卉消費は世界的に低調な状況が続いております。

このような環境下、当社グループは、花ではトルコギキョウや新商品のヒマワリ、野菜においては、トマト、ニンジン

等を戦略商品に掲げ、シェアアップを図りました。 

 この結果、当第１四半期連結会計期間の業績は、円高進行の影響もあって、売上高１１５億８４百万円（前年同期比

５億２５百万円、４．３％減）、営業利益１２億１７百万円（前年同期比２億３９百万円、２４．５％増）、経常利益

１４億１４百万円（前年同期比２億１４百万円、１７．９％増）となりました。四半期純利益は１０億６０百万円（前

年同期比５億８０百万円、１２０.９％増）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卸売事業 

 野菜種子分野は、北米・アジア・国内部門は堅調でしたが、円高による目減りもあって南米・欧州で減収となったこ

とにより、全体では前年同期比減収となりました。花種子分野は、北米・欧州で主力商品の低迷が続いており、大幅な

減収となりました。球根分野は、引き続き減収となりました。 

 これらの結果、売上高は、前年同期比４億７１百万円（同５．０％）減の８８億７４百万円となりましたが、高採算

商品へのシフトにより、営業利益は、同比２億４３百万円（同１０．１％）増の２６億５１百万円と減収増益となりま

した。 

②小売事業  

 ホームガーデン分野の売上は、球根と資材が伸び悩んだものの、野菜種子、花種子、苗木が堅調であり、前年同期比

微増となりました。通信販売分野は、新システムへの移行作業が重なり、鈍い出足となりました。ガーデンセンターは

概ね堅調に推移しました。 

 これらの結果、売上高は、前年同期比２８百万円（同１.１％）減の２６億１９百万円となり、営業損益も、前年同

期比３１百万円悪化し、引続き１億６２百万円の営業損失（前年同期は、営業損失１億３０百万円）となりました。 

③その他事業 

 造園分野は、民間工事の落込み、公共工事の削減の影響を受けております。 

 これらの結果、売上高は、前年同期比２５百万円（同２２.１％）減の９０百万円となり、営業損益は、前年同期比

８８百万円改善したものの、引き続き４百万円の営業損失（前年同期は、営業損失９３百万円）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。 

①日本  

 野菜種子、苗木、園芸資材を中心に卸売の売上が伸びました。一方小売の売上は、野菜種子、花種子が好調に推移し

ましたが、球根、園芸資材が伸び悩みました。品目別には、野菜種子では、ネギが低調でしたが、ブロッコリー、トマ

ト、キャベツが好調で、花種子では、パンジーが低調でした。 

 これらの結果、売上高は、前年同期比２４百万円（同０.３％）減の７９億４３百万円、営業利益は、前年同期比３

億７２百万円（同１６．７％）増の２６億円と減収増益になりました。 

②北米  

 花種子は大幅な減収でしたが、野菜種子は好調でした。現地通貨ベースでの売上は増収となりましたが、為替変動に

より目減りしました。品目別には、野菜種子では、ハツカダイコン、メロン、カリフラワーが低調でしたが、ホウレン

ソウ、ペッパーが伸び、花種子では、パンジー、トルコギキョウ、ガーベラが低調でしたが、ラナンキュラス、ジニ

ア、カンパニュラが健闘しました。 

 これらの結果、売上高は、前年同期比５９百万円（同５.７％）減の９億９３百万円、営業損益は、２７百万円改善

しましたが、引き続き１億２３百万円の営業損失（前年同期は、営業損失１億５０百万円）でした。 

③欧州 

 現地通貨ベースでの売上は野菜種子が好調で、前年同期比増収でしたが、円高のため円ベースでは目減りしました。

品目別には、花種子では、パンジー、プリムラ、トルコギキョウが低調、野菜種子でも、キャベツ、ハツカダイコン、

スイカが低調でしたが、トマト、ネギ、ハクサイが伸び、カボチャ、キュウリが堅調でした。 

 これらの結果、売上高は、前年同期比２億１６百万円（同１０.８％）減の１７億８４百万円、営業利益は、同比７

６百万円（同４４．５％）減の９４百万円と減収減益となりました。 

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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④その他地域 

 南米は、現地通貨ベースで減収となり、円ベースでも目減りしました。品目別には、野菜種子では、メロン、ペッパ

ー、トマトが苦戦し、花種子では、ガーベラが低調でした。 

 韓国は、野菜種子が堅調で、現地通貨ベースでの売上は前年同期比増収でしたが、円換算売上は目減りしました。品

目別には、野菜種子では、ダイコン、ニンジンが伸び、花種子では、トルコギキョウ、キンギョソウが低調でした。 

これらの結果、売上高は、前年同期比２億２５百万円（同２０．７％）減の８億６３百万円、営業利益は、前年同

期比１７百万円（同３５.６％）減の３２百万円と減収減益になりました。 

  

（1）資産、負債及び純資産の状況 

① 資産の部 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ５億６３百万円増加し８６１億６６百万円

となりました。これは主に現金及び預金が１０億５９百万円増加、受取手形及び売掛金が１１億８５百万円減少、たな

卸資産が２億６８百万円増加、投資有価証券が４億６７百万円増加したこと等によるものです。 

② 負債の部 

 負債合計は、前連結会計年度末に比べ１３億１１百万円減少し１１８億９２百万円となりました。これは主に支払手

形及び買掛金が９億３８百万円減少、未払法人税等が５億１０百万円増加、その他流動負債が９億４１百万円減少した

こと等によるものです。 

③ 純資産の部 

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べ１８億７４百万円増加し７４２億７３百万円となりました。これは主に利益

剰余金が８億６２百万円増加、その他有価証券評価差額金が３億４１百万円増加、および為替換算調整勘定が６億５６

百万円増加したことによるものです。 

 以上の結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の８４．５％から８６．１％となりました。 

  

 （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。）は、前連結会計年度末比９億２

６百万円増加し、６２億３０百万円となりました。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。 

①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１２億８０百万円（前年同期比１７億１８百万円増）となりました。これは主に、税

金等調整前四半期純利益１３億７１百万円、売上債権の減少による資金の増加１５億５０百万円、仕入債務の減少によ

る資金の減少１０億５４百万円、未払金の減少による資金の減少１１億１１百万円等によるものであります。 

②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２億６６百万円（前年同期比４億９４百万円増）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１億４２百万円、無形固定資産の取得による支出７０百万円等によるものであります。 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

 財務活動の結果支出した資金は１億９９百万円（前年同期比９億３８百万円減）となりました。これは主に、配当金

の支払額２億３２百万円等によるものであります。 

  

 通期の連結業績につきましては、 近の決算短信（平成２１年７月１５日発表）により開示を行った業績予想から変

更はありません。なお、業績等に影響を与える事業等のリスクについては、 近の有価証券報告書（平成２１年８月２

８日提出）により開示を行った内容から重要な変更はありません。 

  

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
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該当事項はありません。  

  

  

１．簡便的な会計処理 

 （棚卸資産の評価方法） 

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

を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

 また、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り、

簿価切下げを行う方法によっております。 

 （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場合に、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。 

 （法人税等並びに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、前連結会計年度以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況

に著しい変化がないと認められる場合に、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  

 （税金費用の計算） 

 当社及び主たる国内連結子会社の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、当社及び主たる国内連結子会社の法人税等調整額は、法人税、住民税及び事業税に含めて表示しており

ます。 

  

会計処理基準に関する事項の変更 

 請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、当第１四半期連結

会計期間から「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）が適用されたことに伴い、当第１

四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第１四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実

性が認められる工事については工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。 

 なお、当第１四半期連結会計期間においては、工事進行基準に該当する工事契約はなく、すべての工事につい

て工事完成基準を適用しております。これによる損益に与える影響はありません。  

   

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：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年８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21年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 11,251 10,192

受取手形及び売掛金 11,584 12,769

有価証券 708 735

商品及び製品 15,230 14,912

仕掛品 861 997

原材料及び貯蔵品 2,001 1,962

未成工事支出金 138 91

繰延税金資産 1,057 656

その他 1,856 1,830

貸倒引当金 △302 △260

流動資産合計 44,388 43,887

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 26,135 25,888

減価償却累計額 △15,227 △14,927

建物及び構築物（純額） 10,908 10,961

機械装置及び運搬具 8,318 8,162

減価償却累計額 △6,884 △6,729

機械装置及び運搬具（純額） 1,433 1,433

土地 13,956 13,941

建設仮勘定 351 381

その他 2,444 2,379

減価償却累計額 △1,879 △1,826

その他（純額） 564 553

有形固定資産合計 27,213 27,271

無形固定資産 1,744 1,828

投資その他の資産   

投資有価証券 11,045 10,577

長期貸付金 6 6

繰延税金資産 671 910

長期預金 300 300

その他 1,237 1,263

貸倒引当金 △441 △442

投資その他の資産合計 12,819 12,615

固定資産合計 41,777 41,714

資産合計 86,166 85,602
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年８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21年５月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,835 2,774

短期借入金 3,334 3,249

未払法人税等 788 278

繰延税金負債 13 23

役員賞与引当金 － 6

その他 3,025 3,966

流動負債合計 8,997 10,299

固定負債   

長期借入金 37 36

退職給付引当金 1,344 1,327

役員退職慰労引当金 252 228

繰延税金負債 197 201

負ののれん 7 8

その他 1,055 1,101

固定負債合計 2,894 2,904

負債合計 11,892 13,203

純資産の部   

株主資本   

資本金 13,500 13,500

資本剰余金 10,823 10,823

利益剰余金 59,140 58,278

自己株式 △6,686 △6,685

株主資本合計 76,777 75,915

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 508 167

為替換算調整勘定 △3,113 △3,770

評価・換算差額等合計 △2,604 △3,603

少数株主持分 101 87

純資産合計 74,273 72,399

負債純資産合計 86,166 85,602
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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：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年８月31日) 

売上高 12,110 11,584

売上原価 5,622 5,198

売上総利益 6,488 6,386

販売費及び一般管理費 5,510 5,168

営業利益 977 1,217

営業外収益   

受取利息 69 38

受取配当金 201 145

受取賃貸料 50 58

負ののれん償却額 4 1

為替差益 24 －

その他 15 35

営業外収益合計 365 279

営業外費用   

支払利息 33 20

為替差損 － 43

投資有価証券運用損 79 －

その他 29 17

営業外費用合計 143 81

経常利益 1,200 1,414

特別利益   

固定資産売却益 1 3

その他 6 1

特別利益合計 8 4

特別損失   

減損損失 2 44

投資有価証券評価損 265 －

補償費 26 －

たな卸資産評価損 246 －

その他 13 2

特別損失合計 554 47

税金等調整前四半期純利益 654 1,371

法人税、住民税及び事業税 284 596

法人税等調整額 △124 △300

法人税等合計 159 296

少数株主利益 14 14

四半期純利益 479 1,060
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年８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 654 1,371

減価償却費 481 492

負ののれん償却額 △4 △1

貸倒引当金の増減額（△は減少） 125 △32

受取利息及び受取配当金 △270 △183

支払利息 33 20

為替差損益（△は益） 16 45

減損損失 2 44

投資有価証券評価損益（△は益） 265 －

投資有価証券運用損益（△は益） 79 △9

売上債権の増減額（△は増加） 672 1,550

たな卸資産の増減額（△は増加） 95 33

仕入債務の増減額（△は減少） △1,332 △1,054

未払金の増減額（△は減少） － △1,111

その他 △1,441 34

小計 △623 1,200

利息及び配当金の受取額 279 188

利息の支払額 △36 △22

法人税等の還付額 － 24

法人税等の支払額 △56 △110

営業活動によるキャッシュ・フロー △437 1,280

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 △1,754 △289

定期預金の払戻による収入 1,231 197

有価証券の売却による収入 － 41

有形固定資産の取得による支出 △325 △142

有形固定資産の売却による収入 2 2

無形固定資産の取得による支出 △55 △70

投資有価証券の取得による支出 △0 △0

投資有価証券の償還による収入 1,000 －

その他 129 △5

投資活動によるキャッシュ・フロー 227 △266

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） △656 63

自己株式の取得による支出 △1 △0

配当金の支払額 △497 △232

その他 16 △30

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,138 △199

現金及び現金同等物に係る換算差額 148 113

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,199 926

現金及び現金同等物の期首残高 7,067 5,304

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,867 6,230
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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６月１日 至平成20年８月31日） 

  

当第１四半期連結累計期間（自平成21年６月１日 至平成21年８月31日） 

（注） 事業区分の方法及び各事業の内容 

当社グループの事業区分の方法は、内部管理上採用している区分によっております。 

また、これら事業区分の内容は次のとおりであります。 

   

（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〕

  
卸売事業

（百万円） 
小売事業
（百万円） 

その他事業
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全
社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高 9,345 2,648 116  12,110  － 12,110

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高 49 0 38  88  △88 －

計 9,394 2,648 155  12,198  △88 12,110

営業利益又は営業損失 (△) 2,407 △130 △93  2,183  △1,205 977

   
卸売事業

（百万円） 
小売事業
（百万円） 

その他事業
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全
社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高 8,874 2,619 90  11,584  － 11,584

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高 12 0 38  51  △51 －

計 8,887 2,619 129  11,636  △51 11,584

営業利益又は営業損失 (△) 2,651 △162 △4  2,484  △1,266 1,217

事業区分 事業の内容 

卸売事業 
種苗会社・生産者への園芸商材（野菜種子・花種子・

球根・苗木・農園芸資材）の卸売 

小売事業 

ホームセンター・通信販売・直営園芸店を通じた園芸

愛好家への園芸商材（野菜種子・花種子・球根・苗

木・農園芸資材）の販売 

その他事業 造園工事・その他 
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前第１四半期連結累計期間（自平成20年６月１日 至平成20年８月31日）  

  

  

当第１四半期連結累計期間（自平成21年６月１日 至平成21年８月31日）  

注） 地域は、地理的近接度及び事業活動の相互関連性等を考慮して区分しております。 

    日本以外の区分に属する主な地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）北米……………アメリカ合衆国、メキシコ合衆国ほか 

(2）欧州……………オランダ王国、フランス共和国、イギリス、スペイン、デンマーク王国ほか 

(3）その他地域……タイ王国、ブラジル連邦共和国、チリ共和国、南アフリカ共和国、大韓民国ほか 

  

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本

（百万円）
北米

（百万円）
欧州

（百万円）
その他地域
（百万円）

計 
（百万円） 

消去又は全
社 
（百万円）

連結
（百万円）

売上高               

(1）外部顧客に対する売上高 7,968 1,052 2,000 1,088  12,110 － 12,110

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高 664 679 233 539  2,116 △2,116 －

計 8,632 1,732 2,233 1,627  14,226 △2,116 12,110

営業利益又は営業損失 (△) 2,228 △150 171 49  2,298 △1,320 977

  
日本

（百万円）
北米

（百万円）
欧州

（百万円）
その他地域
（百万円）

計 
（百万円） 

消去又は全
社 
（百万円）

連結
（百万円）

売上高               

(1）外部顧客に対する売上高 7,943 993 1,784 863  11,584 － 11,584

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高 635 306 144 602  1,689 △1,689 －

計 8,579 1,300 1,928 1,466  13,274 △1,689 11,584

営業利益又は営業損失 (△) 2,600 △123 94 32  2,604 △1,387 1,217
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前第１四半期連結累計期間（自平成20年６月１日 至平成20年８月31日）  

  

当第１四半期連結累計期間（自平成21年６月１日 至平成21年８月31日）  

（注）  １．地域は、地理的近接度により区分しております。 

   各区分に属する主な地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）北米……………アメリカ合衆国、メキシコ合衆国ほか 

(2）欧州……………オランダ王国、フランス共和国、イギリス、スペイン、デンマーク王国ほか 

(3）その他地域……タイ王国、ブラジル連邦共和国、チリ共和国、南アフリカ共和国、大韓民国ほか 

２．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国また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〕

  北米 欧州 その他地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  1,074  2,084  1,704  4,862

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  12,110

Ⅲ 海外売上高の連結売上高

に占める割合（％） 
 8.9  17.2  14.1  40.2

  北米 欧州 その他地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  995  1,784  1,475  4,254

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  11,584

Ⅲ 海外売上高の連結売上高

に占める割合（％） 
 8.6  15.4  12.7  36.7

（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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