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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 20,901 △29.3 222 △59.4 187 △63.2 125 △55.6

21年3月期第2四半期 29,559 ― 547 ― 511 ― 281 ―

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2四半期 14.63 ―

21年3月期第2四半期 32.98 ―

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2四半期 19,465 5,502 28.1 639.34
21年3月期 18,164 5,346 29.2 621.42

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  5,465百万円 21年3月期  5,312百万円

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  有  
 

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3月期 ― 8.00 ― 8.00 16.00
22年3月期 ― 6.00

22年3月期 
（予想）

― 5.00 11.00

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  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

通期 45,700 △13.0 530 △40.7 475 △41.3 295 △39.8 34.51
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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、５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。］ 

(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．平成21年７月29日に第１四半期決算短信で公表いたしました連結業績予想及び平成21年４月24日に平成21年３月期決算短信で公表いたしました個別
業績予想のうち、通期について本資料において修正しております。 
２．本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在において当社が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、上記予想に関する事項は、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」をご覧下さい。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

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3月期第2四半期 8,550,000株 21年3月期  8,550,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  1,584株 21年3月期  1,550株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 8,548,438株 21年3月期第2四半期 8,548,450株
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 当第２四半期連結累計期間(平成21年４月１日～平成21年９月30日）における世界経済は、昨年秋から始まった景気

低迷も、米欧を中心に金融システムが小康を取り戻し、極端な不安心理が後退したこと、各国の財政・金融政策効果

が波及していること等により、わずかながら景気のリバウンドが見られました。また、わが国経済は、政府の大型補

正予算による景気対策があり、また、アジア向け輸出の増加や在庫調整が進んだことにより、一部の企業収益の回復

の兆しが見られましたが、雇用情勢や所得環境の不安から依然として生活防衛意識は高く全般的に企業収益の回復の

兆しは遠く、厳しい経済環境が続きました。 

 このような状況下、当社グループを取り巻く合成樹脂業界におきましては合成樹脂の基礎原料であるエチレンの当

第２四半期連結累計期間における生産量は3,514.1千トンと、昨年同期比1.2％とわずかながら増加しましたが、中国

向けをはじめとした輸出の伸びが大きく、日本国内では経済悪化のため合成樹脂原料の需要が大幅に減少したため、

エチレンの日本国内の需要は大きく減少いたしました。 

 このような環境の下、当第２四半期連結累計期間の売上高は20,901百万円(前年同期比29.3％減）、営業利益は222

百万円(同59.4％減）、経常利益は187百万円(同63.2％減）、四半期純利益は125百万円(同55.6%減）となりました。

 なお、事業の種類別セグメントに関しては、当社グループの取扱商品は合成樹脂関連に集約しているため、当該事

業以外に事業の種類がなくセグメント別には分類しておりません。 

 所在地別セグメントの業績は以下の通りであります。 

①日本 

 日本国内は、一部顧客の需要が若干回復したことに加え、合成樹脂価格の値下げに歯止めがかかったこと等により

売上高は18,225百万円(同29.5％減）、営業利益は216百万円(同56.6％減）となりました。  

②アジア 

 一部海外顧客も需要を回復し、第１四半期の 悪の状況を脱し、売上高は2,675百万円(同28.1％減）、営業利益は

0.6百万円（同98.7％減）となりました。 

  

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は19,465百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,300百万円増加致しまし

た。その要因は受取手形及び売掛金を主とした流動資産の増加額1,400百万円及び投資その他の資産の減少等による

固定資産の減少額99百万円によるものであります。また、負債は前連結会計年度末に比べ1,145百万円増加し、

13,963百万円となりました。その要因は支払手形及び買掛金を主とした流動負債の増加額1,232百万円及び長期借入

金69百万円の減少を主とした固定負債の減少額87百万円によるものであります。純資産の部は、前連結会計年度末よ

り155百万円増加し、5,502百万円となり、自己資本比率は28.1％となりました。  

  

（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の残高は2,388百万円となり、前連結会計年度末と比較

して67百万円の増加となりました。当第２四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は下記の通りであ

ります。 

「営業活動によるキャッシュ・フロー」 

 営業活動により得られた資金は66百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益213百万円、売上債

権の増加額1,432百万円、仕入債務の増加額1,086百万円等があった結果によるものです。 

「投資活動によるキャッシュ・フロー」 

 投資活動の結果得られた資金は133百万円となりました。これは主に投資有価証券の売却による収入132百万円、定

期預金の預入による支出24百万円等によるものです。 

「財務活動によるキャッシュ・フロー」 

 財務活動の結果使用した資金は146百万円となりました。これは主に短期借入金の純増額44百万円、長期借入金の

返済による支出94百万円、リース債務の返済による支出27百万円、配当金の支払額68百万円等があった結果によるも

のです。 

  

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
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 政府の景気・金融対策が効果を見せ、一部の産業では、在庫調整が進み需要の回復が見られました。また、中国政

府の景気対策により、中国需要が回復し、中国をはじめとしたアジア向け輸出の回復が見られたものの、日本の国内

需要はまだまだ足取りが重く、第３四半期以降も厳しい経済環境が続くものと思われ、当合成樹脂業界におきまして

も、引き続き厳しい経営環境が続くものと思われます。 

 しかしながら、このような環境を踏まえながら、経費の圧縮に努め、一部顧客の需要回復を見込み、また、海外各

法人の顧客の需要が後半回復する見込みで、平成21年７月29日の平成22年３月期第１四半期決算短信で公表いたしま

した連結の業績予想及び平成21年４月24日の平成21年３月期決算短信で公表いたしました個別の業績予想を下記の通

り変更いたします。  

平成22年３月期通期連結業績予想数値の修正（平成21年４月１日～平成22年３月31日）  

  

平成22年３月期通期個別業績予想数値の修正（平成21年４月１日～平成22年３月31日）  

  

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 
１株当たり 

当期純利益 

  百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

前回発表予想（Ａ）  46,000  475  435  260  30.41

今回修正予想（Ｂ）  45,700  530  475  295  34.51

増減額（Ｂ－Ａ）  △300  55  40  35 ― 

増減率（％）  △0.7  11.6  9.2  13.5 ― 

（ご参考）前期実績 

（平成21年３月期） 
 52,550  893  809  489  57.31

  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

前回発表予想（Ａ）  37,000  300  265  155  18.13

今回修正予想（Ｂ）  35,800  370  340  190  22.23

増減額（Ｂ－Ａ）  △1,200  70  75  35 ― 

増減率（％）  △3.2  23.3  28.3  22.6 ― 

（ご参考）前期実績 

（平成21年３月期） 
 43,202  625  583  340  39.79
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 平成21年８月に当社100％子会社である普拉材料貿易（大連）有限公司を設立し、当第２四半期連結会計期間

より連結の範囲に含めております。  

  

１.簡便な会計処理 

 ①固定資産の減価償却費の算定方法 

 固定資産の年度中の取得、売却または除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額を期間按分

する方法によっております。なお、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。 

 ②一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認

められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

 ③たな卸資産の評価方法 

 当第２四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する方法によっております。 

 ④税金費用の計算 

 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、

一時差異等の発生状況について前年度末から大幅な変更がないため、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。 

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理  

 ①税金費用の計算 

 当第２四半期連結会計期間を含む当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（累計期間）に当該見積り実効税率を乗じて計算する方法によっ

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。 

  

 （四半期連結損益計算書） 

 前第２四半期連結累計期間において独立掲記しておりました「手形流動化手数料」（当第２四半期連結累

計期間1,000千円）は、金額が僅少となったため、当第２四半期連結累計期間においては営業外費用の「そ

の他」に含めて表示しております。  

  

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９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 2,444,871 2,393,566

受取手形及び売掛金 14,042,679 12,544,884

商品及び製品 699,216 711,058

仕掛品 12,965 12,220

原材料及び貯蔵品 23,636 26,687

繰延税金資産 63,600 58,516

その他 159,767 299,716

貸倒引当金 △28,893 △29,156

流動資産合計 17,417,845 16,017,494

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 663,844 663,557

減価償却累計額 △404,977 △394,073

建物及び構築物（純額） 258,867 269,483

機械装置及び運搬具 188,277 187,172

減価償却累計額 △165,093 △160,987

機械装置及び運搬具（純額） 23,183 26,185

工具、器具及び備品 104,291 101,637

減価償却累計額 △89,671 △85,335

工具、器具及び備品（純額） 14,619 16,301

土地 220,690 220,690

リース資産 34,863 34,863

減価償却累計額 △10,398 △5,892

リース資産（純額） 24,464 28,970

有形固定資産合計 541,825 561,631

無形固定資産   

リース資産 180,648 204,673

その他 13,065 8,513

無形固定資産合計 193,713 213,186

投資その他の資産   

投資有価証券 956,590 944,325

差入保証金 176,830 176,147

繰延税金資産 75,739 130,739

破産更生債権等 2,020 22,333

その他 101,363 113,234

貸倒引当金 △498 △14,634

投資その他の資産合計 1,312,046 1,372,146

固定資産合計 2,047,585 2,146,964

資産合計 19,465,430 18,164,458
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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９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 9,868,097 8,732,032

短期借入金 2,428,173 2,379,795

1年内返済予定の長期借入金 171,836 196,836

未払法人税等 90,808 45,559

賞与引当金 93,946 93,041

関係会社整理損失引当金 32,600 －

その他 226,469 232,166

流動負債合計 12,911,932 11,679,431

固定負債   

長期借入金 479,496 549,164

退職給付引当金 189,385 171,513

役員退職慰労引当金 33,587 26,165

繰延税金負債 88,830 105,209

その他 260,179 286,895

固定負債合計 1,051,478 1,138,948

負債合計 13,963,411 12,818,379

純資産の部   

株主資本   

資本金 793,050 793,050

資本剰余金 721,842 721,842

利益剰余金 3,934,837 3,878,174

自己株式 △930 △919

株主資本合計 5,448,799 5,392,146

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 95,565 37,598

繰延ヘッジ損益 △5,106 524

為替換算調整勘定 △73,885 △118,097

評価・換算差額等合計 16,573 △79,974

少数株主持分 36,646 33,906

純資産合計 5,502,018 5,346,079

負債純資産合計 19,465,430 18,164,458
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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）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 29,559,176 20,901,570

売上原価 27,842,716 19,611,308

売上総利益 1,716,459 1,290,261

販売費及び一般管理費   

運賃 81,523 72,365

役員報酬 59,040 63,260

給料 331,566 328,422

賞与 15,920 －

賞与引当金繰入額 104,375 83,366

退職給付費用 15,652 22,366

役員退職慰労引当金繰入額 3,282 12,866

福利厚生費 86,267 81,776

旅費及び交通費 43,940 33,371

賃借料 109,807 92,834

支払手数料 53,225 63,549

租税公課 14,016 10,684

減価償却費 20,379 39,608

のれん償却額 25,000 －

その他 204,818 163,537

販売費及び一般管理費合計 1,168,817 1,068,010

営業利益 547,642 222,251

営業外収益   

受取利息 1,724 654

受取配当金 24,219 15,926

仕入割引 1,389 299

持分法による投資利益 995 －

雇用調整助成金 － 5,618

その他 3,728 5,374

営業外収益合計 32,057 27,873

営業外費用   

支払利息 31,910 28,920

手形売却損 12,990 5,151

手形流動化手数料 7,033 －

為替差損 10,772 6,329

持分法による投資損失 － 16,010

その他 5,962 5,717

営業外費用合計 68,669 62,130

経常利益 511,031 187,993

プラマテルズ株式会社(2714)　平成22年３月期　第２四半期決算短信

- 8 -



（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 5,113 7,862

保険解約返戻金 － 8,483

投資有価証券売却益 － 42,111

特別利益合計 5,113 58,458

特別損失   

固定資産売却損 8 －

固定資産除却損 113 10

投資有価証券売却損 11,811 －

投資有価証券評価損 5,655 －

リース会計基準の適用に伴う影響額 975 －

関係会社整理損失引当金繰入額 － 32,600

特別損失合計 18,564 32,610

税金等調整前四半期純利益 497,580 213,841

法人税等 213,360 85,750

少数株主利益 2,307 3,039

四半期純利益 281,912 125,051
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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 497,580 213,841

減価償却費 55,021 48,679

投資有価証券売却損益（△は益） 11,811 △42,111

投資有価証券評価損益（△は益） 5,655 －

固定資産売却損益（△は益） 8 －

固定資産除却損 113 10

リース会計基準の適用に伴う影響額 975 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △20,032 △14,399

賞与引当金の増減額（△は減少） 15,878 808

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12,192 17,871

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,282 7,422

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） － 32,600

受取利息及び受取配当金 △25,944 △16,580

支払利息 31,910 28,920

保険解約返戻金 － △8,483

売上債権の増減額（△は増加） 83,959 △1,432,122

たな卸資産の増減額（△は増加） △45,016 29,265

仕入債務の増減額（△は減少） △245,877 1,086,788

為替差損益（△は益） △1,804 11

破産更生債権等の増減額（△は増加） 19,560 20,313

持分法による投資損益（△は益） △995 16,010

その他 4,026 126,097

小計 402,306 114,943

利息及び配当金の受取額 25,944 16,580

保険解約返戻金の受取額 － 8,483

利息の支払額 △30,946 △28,905

法人税等の支払額 △317,016 △44,360

営業活動によるキャッシュ・フロー 80,287 66,741

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 △24,058 △24,092

定期預金の払戻による収入 48,028 40,000

有形固定資産の取得による支出 △13,440 △3,797

有形固定資産の売却による収入 58 －

無形固定資産の取得による支出 △23 △5,082

投資有価証券の取得による支出 △5,516 △5,327

投資有価証券の売却による収入 21,944 132,057

貸付けによる支出 △1,696 －

貸付金の回収による収入 1,255 459

差入保証金の回収による収入 1,005 669
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

差入保証金の差入による支出 △1,972 △891

投資活動によるキャッシュ・フロー 25,584 133,993

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） 85,628 44,285

長期借入れによる収入 300,000 －

長期借入金の返済による支出 △363,000 △94,668

社債の償還による支出 △50,000 －

リース債務の返済による支出 △9,918 △27,469

自己株式の取得による支出 － △11

配当金の支払額 △106,855 △68,387

少数株主への配当金の支払額 △750 △300

財務活動によるキャッシュ・フロー △144,895 △146,550

現金及び現金同等物に係る換算差額 △14,031 13,028

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △53,054 67,212

現金及び現金同等物の期首残高 1,687,087 2,321,537

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,634,032 2,388,750
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 該当事項はありません。 

  

 前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間(自

平成21年４月１日 至平成21年９月30日）において、当社及び連結子会社の事業は、合成樹脂関連商品の販売等

を事業内容としており、単一事業のため、事業の種類別セグメント情報の記載をしておりません。  

  

 前第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日～平成20年９月30日）の所在地別セグメントは以下の通りであ

ります。 

（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通りであります。 

     アジア・・・中国、香港、シンガポール、フィリピン、ベトナム 

   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） 

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 平成18

年７月５日）を適用しております。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19,667千円、アジアで4,655千円それぞれ減少しております。 

  

 当第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日～平成21年９月30日）の所在地別セグメントは以下の通りであ

ります。 

（注）１．国また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または地域の内訳は次の通りであります。 

     アジア・・・中国、香港、シンガポール、フィリピン、ベトナム 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

a. 事業の種類別セグメント情報

b. 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 

（２）セグメント間 

の内部売上高 

又は振替高   

 

 

 

  

25,839,553

    

612,620

 

 

 

 

3,719,623

    

44,024

 

 

 

 

29,559,176

    

656,645

 

 

 

  

－

    

△656,645

 

 

 

 

29,559,176

    

－

計  26,452,174  3,763,647  30,215,822  △656,645  29,559,176

営業利益   498,994  49,340  548,334  △692  547,642

 
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 

（２）セグメント間 

の内部売上高 

又は振替高   

 

 

 

  

18,225,970

    

369,963

 

 

 

 

2,675,599

    

34,316

 

 

 

 

20,901,570

    

404,280

 

 

 

  

－

    

△404,280

 

 

 

 

20,901,570

    

－

計  18,595,933  2,709,916  21,305,850  △404,280  20,901,570

営業利益   216,376  621  216,997  5,253  222,251
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前第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日～平成20年９月30日）の海外売上高は以下の通りであります。 

（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通りであります。 

    （１）アジア・・・・中国、香港、台湾、フィリピン、マレーシア、タイ、インドネシア、  

              ベトナム、パキスタン 

    （２）その他・・・・米国、ブラジル 

   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２四半期連結累計期間（平成21年４月１日～平成21年９月30日）の海外売上高は以下の通りであります。 

（注）１．国または地域は、地理的近接度により区分しております。 

   ２．各区分に属する国または地域の内訳は次の通りであります。 

    （１）アジア・・・・中国、香港、台湾、フィリピン、マレーシア、タイ、インドネシア、  

              ベトナム、 

    （２）その他・・・・英国、ブラジル 

   ３．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。 

  

c. 海外売上高

  アジア その他 計  

 Ⅰ 海外売上高（千円）  5,149,683  39,491  5,189,174

 Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －    29,559,176

 Ⅲ 連結売上高に占める海外 

   売上高の割合（％） 
 17.4  0.1  17.5

  アジア その他 計  

 Ⅰ 海外売上高（千円）  3,470,196  7,240  3,477,437

 Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －    20,901,570

 Ⅲ 連結売上高に占める海外 

   売上高の割合（％） 
 16.6  0.0  16.6

（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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 該当事項はありません。  

  

  

６．その他の情報
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