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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 11,233 △41.8 △693 ― △572 ― △507 ―

21年3月期第2四半期 19,301 4.3 1,990 △17.8 2,316 △12.3 1,539 △8.7

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

22年3月期第2四半期 △8.41 ―

21年3月期第2四半期 24.52 ―

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 50,427 40,757 80.2 669.69
21年3月期 50,075 40,595 80.3 666.24

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  40,427百万円 21年3月期  40,227百万円

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  

※現時点での平成22年３月期期末の配当予想については未定であります。 

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 ― 5.00 13.00

22年3月期 ― 5.00

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 25,400 △23.9 370 △62.8 720 △47.7 290 89.4 4.80
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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、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．平成21年５月15日に公表いたしました業績予想のうち、通期について本資料及び本日発表の「通期業績予想の修正に関するお知らせ」において修正 
  しております。 
２．業績予想は、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想数値と異なる 
  場合があります。なお、業績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ください。 
３．期末の配当金につきましては、第３四半期以降の経営環境が不透明であることから、現時点では未定とさせていただきます。期末配当予想額は、開示 
  が可能となった時点で速やかに公表する予定です。 

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2四半期 63,143,769株 21年3月期  63,143,769株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  2,776,260株 21年3月期  2,763,571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 60,375,490株 21年3月期第2四半期 62,780,960株
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当第２四半期連結累計期間(平成21年４月～９月)におけるわが国経済は、昨年後半からの世界的な金
融危機の影響による景気後退から一部に持ち直しの兆しが見られたものの、設備投資は依然として回復
せず、雇用情勢の悪化や個人消費の低迷など厳しい経済環境が続きました。 
 このような環境の中、当社グループは昨年度に発表致しました中期経営計画を推進し、主力製品であ
る電着ダイヤモンドワイヤ「ＥｃｏＭＥＰ(エコメップ)」は売上が倍増いたしましたが、他製品は低調
に推移したためダイヤモンド工具事業部門の売上高は109億54百万円(前年同期比41.7％減)となりまし
た。業界別の状況は、電子・半導体業界では、ＬＥＤ用サファイアの加工や太陽電池用シリコンの加工
に使われる電着ダイヤモンドワイヤが売上を牽引しましたが、売上高は45億７百万円(前年同期比
31.2％減)となりました。輸送機器業界では、エコカー購入に対する減税や補助金の導入により一部車
種の需要が高まりましたが、全般的な回復には至らず関連工具の受注は低迷し、売上高は19億円(前年
同期比48.0％減)となりました。機械業界では、企業の設備の過剰感により引き続き抑制傾向にあり、
その影響を受け関連工具の受注は回復せず、売上高は21億35百万円(前年同期比54.3％減)となりまし
た。石材・建設業界では、海外での鉱物資源の開発資金不足による影響や国内公共工事の縮小などによ
り、売上高は21億68百万円(前年同期比37.3％減)となりました。その他、上記以外の業界への売上高は
２億42百万円となりました。 
 また、宝飾品事業部門は個人を対象としたリスクの少ない販売戦略に転換したため、２億79百万円
(前年同期比46.9％減)となりました。 
 これらの結果、当第２四半期連結累計期間の連結売上高は、112億33百万円(前年同期比41.8％減)と
なりました。利益面につきましては、売上高が減少するなか人件費や諸経費の圧縮に努めましたが、営
業損失は６億93百万円、経常損失は５億72百万円、四半期純損失は５億７百万円となりました。 

  

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財政状態は、前連結会計年度末に比べ総資産は３億52百万円の増加、

負債は１億91百万円の増加、純資産は１億61百万円の増加となりました。 
 総資産の主な増減内容は、現金及び預金の増加22億70百万円、投資有価証券の増加９億59百万円、投
資その他の資産のその他の減少18億72百万円であります。 
 負債の主な増減内容は、退職給付引当金の増加２億19百万円であります。 
 純資産の主な変動要因は、四半期純損失５億７百万円と配当金の支払３億１百万円などによる利益剰
余金の減少８億10百万円、その他有価証券評価差額金の増加５億36百万円、為替換算調整勘定の増加４
億80百万円であります。 
 以上の結果、１株当たり純資産額は、前連結会計年度末に比べ３円45銭増加し669円69銭となり、自
己資本比率は80.2％となりました。 
  

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(以下「資金」という。)は、109億80百万

円の残高となり前連結会計年度に比べ22億70百万円増加しました。 
(営業活動によるキャッシュ・フロー) 
 当第２四半期連結累計期間における営業活動によって得られた資金は、18億44百万円(前年同期は24
億13百万円の収入)となりました。この主な増加要因は、減価償却費10億75百万円、売上債権の減少５
億97百万円などであります。一方、主な減少要因は、税金等調整前四半期純損失６億44百万円でありま
す。 
(投資活動によるキャッシュ・フロー) 
 当第２四半期連結累計期間における投資活動によって得られた資金は、６億63百万円(前年同期は10
億35百万円の収入)となりました。この主な要因は、定期預金の払戻による収入12億円、有形固定資産
の取得による支出９億76百万円であります。 
(財務活動によるキャッシュ・フロー) 
 当第２四半期連結累計期間における財務活動の結果使用された資金は、３億16百万円(前年同期は13
億19百万円の使用)となりました。この主な要因は、配当金の支払額３億１百万円であります。 

  

【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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通期の業績予想につきましては、昨年後半からの景気悪化の影響による不安定な状況が続いており、売
上高は多少減少するものと予想されますが、利益面におきましては、コスト低減の効果もあり、当初の予
想を上回る見込であります。依って、平成21年５月15日に決算短信で発表しました通期の業績予想を以下
のとおり修正しております。 

  

 

 
  

 

 
  

(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) 
該当事項はありません。 

  
(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 
 ①簡便な会計処理 
  1) 法人税等の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定す
る方法によっております。 

  
  2) 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、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。 
  
(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 

該当事項はありません。 
  

３．連結業績予想に関する定性的情報

 (通期連結業績予想) (単位：百万円)

前回予想 今回予想
増減額

(平成21年５月15日発表) (平成21年10月30日発表)

売上高 26,200 25,400 △800

営業利益 △1,400 370 1,770

経常利益 △1,000 720 1,720

当期純利益 △700 290 990

 (通期個別業績予想) (単位：百万円)

前回予想 今回予想 増減額
(平成21年５月15日発表) (平成21年10月30日発表)

売上高 22,000 21,600 △400

営業利益 △1,400 230 1,630

経常利益 △1,000 530 1,530

当期純利益 △600 270 870

４．その他
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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 10,980 8,709

受取手形及び売掛金 7,245 7,710

商品及び製品 1,891 2,031

仕掛品 654 459

原材料及び貯蔵品 1,381 1,516

その他 830 1,168

貸倒引当金 △106 △103

流動資産合計 22,878 21,492

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 8,090 7,146

機械装置及び運搬具（純額） 4,248 4,491

土地 4,571 4,557

その他（純額） 902 1,724

有形固定資産合計 17,812 17,919

無形固定資産 100 112

投資その他の資産   

投資有価証券 6,261 5,301

その他 3,469 5,342

貸倒引当金 △94 △92

投資その他の資産合計 9,636 10,550

固定資産合計 27,549 28,582

資産合計 50,427 50,075

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 997 1,114

短期借入金 210 233

未払法人税等 72 81

賞与引当金 463 466

その他 1,349 1,165

流動負債合計 3,092 3,061

固定負債   

退職給付引当金 5,333 5,113

その他 1,244 1,305

固定負債合計 6,577 6,418

負債合計 9,670 9,479
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（単位：百万円）

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,102 4,102

資本剰余金 7,129 7,129

利益剰余金 32,358 33,168

自己株式 △1,672 △1,664

株主資本合計 41,918 42,735

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 741 204

土地再評価差額金 △593 △593

為替換算調整勘定 △1,638 △2,119

評価・換算差額等合計 △1,490 △2,508

少数株主持分 329 368

純資産合計 40,757 40,595

負債純資産合計 50,427 50,075
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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：百万円）

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 19,301 11,233

売上原価 12,997 8,516

売上総利益 6,303 2,717

販売費及び一般管理費   

販売費 2,773 2,149

一般管理費 1,539 1,260

販売費及び一般管理費合計 4,313 3,410

営業利益又は営業損失（△） 1,990 △693

営業外収益   

受取利息 49 26

受取配当金 100 45

持分法による投資利益 68 25

その他 121 49

営業外収益合計 340 147

営業外費用   

支払利息 4 5

その他 8 21

営業外費用合計 13 26

経常利益又は経常損失（△） 2,316 △572

特別利益   

固定資産売却益 0 1

投資有価証券売却益 123 －

子会社清算益 69 －

特別利益合計 193 1

特別損失   

固定資産売却損 2 6

固定資産除却損 11 48

投資有価証券評価損 － 18

特別損失合計 13 73

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（△）

2,496 △644

法人税、住民税及び事業税 856 84

法人税等調整額 51 △205

法人税等合計 908 △120

少数株主利益又は少数株主損失（△） 48 △16

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,539 △507
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【第２四半期連結会計期間】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 10,020 6,509

売上原価 6,800 4,771

売上総利益 3,219 1,737

販売費及び一般管理費   

販売費 1,400 1,124

一般管理費 768 632

販売費及び一般管理費合計 2,169 1,757

営業利益又は営業損失（△） 1,050 △19

営業外収益   

受取利息 28 15

受取配当金 22 12

持分法による投資利益 30 39

その他 68 28

営業外収益合計 150 96

営業外費用   

支払利息 1 2

為替差損 13 20

その他 6 15

営業外費用合計 21 38

経常利益 1,179 38

特別利益   

固定資産売却益 0 1

投資有価証券売却益 81 －

子会社清算益 69 －

特別利益合計 151 1

特別損失   

固定資産売却損 0 6

固定資産除却損 6 48

その他 1 －

特別損失合計 8 54

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（△）

1,322 △14

法人税、住民税及び事業税 192 55

法人税等調整額 283 △30

法人税等合計 476 24

少数株主利益 31 0

四半期純利益又は四半期純損失（△） 813 △38
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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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

2,496 △644

減価償却費 1,154 1,075

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4 △2

賞与引当金の増減額（△は減少） △84 △3

退職給付引当金の増減額（△は減少） 285 219

受取利息及び受取配当金 △150 △71

支払利息 4 5

持分法による投資損益（△は益） △68 △25

有形固定資産除売却損益（△は益） 13 53

投資有価証券評価損益（△は益） － 18

投資有価証券売却損益（△は益） △123 －

子会社清算損益（△は益） △69 －

売上債権の増減額（△は増加） 128 597

たな卸資産の増減額（△は増加） △59 205

仕入債務の増減額（△は減少） △85 △192

その他 △250 647

小計 3,195 1,882

利息及び配当金の受取額 150 71

利息の支払額 △4 △5

法人税等の支払額 △928 △104

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,413 1,844

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 1,000 1,200

有形固定資産の取得による支出 △1,667 △976

有形固定資産の売却による収入 3 △14

投資有価証券の取得による支出 △157 △9

投資有価証券の売却による収入 1,711 －

子会社の清算による収入 71 －

その他 74 463

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,035 663

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） 37 △35

自己株式の取得による支出 △757 －

配当金の支払額 △490 △301

その他 △107 20

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,319 △316

現金及び現金同等物に係る換算差額 18 79

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,147 2,270

現金及び現金同等物の期首残高 6,354 8,709

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,501 10,980
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 該当事項はありません。 
  

【事業の種類別セグメント情報】 

 
全セグメントの売上高の合計及び営業利益の合計額に占める「ダイヤモンド工具事業」の割合が、い

ずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 
  

 
全セグメントの売上高の合計及び営業利益の合計額に占める「ダイヤモンド工具事業」の割合が、い

ずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 
  

【所在地別セグメント情報】 

 

 
(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)ヨーロッパ…………………フランス 
(2)アジア・オセアニア………台湾・中国・オーストラリア・インドネシア 
(3)北米…………………………米国 

３ 平成20年度の法人税法の改正を契機として、資産の利用状況等を見直した結果、当社及び
国内連結子会社は、第１四半期連結会計期間より機械装置の耐用年数について、従来採用
していた５～10年の耐用年数を５～９年の耐用年数に変更しております。これにより、日
本において、減価償却費が14百万円増加し、営業利益が同額減少しております。 

  

 

 
(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)ヨーロッパ…………………フランス 
(2)アジア・オセアニア………台湾・中国・オーストラリア・インドネシア 
(3)北米…………………………米国 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

前第２四半期連結会計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日)及び前第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２四半期連結会計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21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)

前第２四半期連結会計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日) (単位：百万円)

日本 ヨーロッパ
アジア・
オセアニア

北米 計
消去 

又は全社
連結

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 7,486 956 1,300 277 10,020 ― 10,020

(2)セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

412 1 175 ― 589 (589) ―

計 7,898 957 1,476 277 10,610 (589) 10,020

営業利益 663 36 350 3 1,053 (3) 1,050

当第２四半期連結会計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日) (単位：百万円)

日本 ヨーロッパ
アジア・
オセアニア

北米 計
消去 

又は全社
連結

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 5,226 475 631 175 6,509 ― 6,509

(2)セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

309 0 65 ― 374 (374) ―

計 5,536 475 696 175 6,884 (374) 6,509

営業利益又は営業損失(△) △2 △64 22 1 △42 22 △19
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(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)ヨーロッパ…………………フランス 
(2)アジア・オセアニア………台湾・中国・オーストラリア・インドネシア 
(3)北米…………………………米国 

３ 平成20年度の法人税法の改正を契機として、資産の利用状況等を見直した結果、当社及び
国内連結子会社は、第１四半期連結会計期間より機械装置の耐用年数について、従来採用
していた５～10年の耐用年数を５～９年の耐用年数に変更しております。これにより、日
本において、減価償却費が32百万円増加し、営業利益が同額減少しております。 

  

 

 
(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)ヨーロッパ…………………フランス 
(2)アジア・オセアニア………台湾・中国・オーストラリア・インドネシア 
(3)北米…………………………米国 

  

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) (単位：百万円)

日本 ヨーロッパ
アジア・
オセアニア

北米 計
消去 

又は全社
連結

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 14,344 1,868 2,448 639 19,301 ― 19,301

(2)セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

752 2 304 ― 1,058 (1,058) ―

計 15,096 1,870 2,752 639 20,360 (1,058) 19,301

営業利益 1,316 11 641 27 1,997 (7) 1,990

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) (単位：百万円)

日本 ヨーロッパ
アジア・
オセアニア

北米 計
消去 

又は全社
連結

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 8,929 913 1,091 298 11,233 ― 11,233

(2)セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

473 0 114 ― 587 (587) ―

計 9,403 913 1,206 298 11,821 (587) 11,233 

営業利益又は営業損失(△) △598 △137 0 △9 △744 51 △693
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【海外売上高】 

 

 
(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)ヨーロッパ…………………フランス 
(2)アジア・オセアニア………台湾・中国・タイ・オーストラリア・インドネシア 
(3)北米…………………………米国 

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。 
  

 

 
(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)ヨーロッパ…………………フランス 
(2)アジア・オセアニア………台湾・中国・タイ・オーストラリア・インドネシア 
(3)北米…………………………米国 

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。 
  

 

 
(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)ヨーロッパ…………………フランス 
(2)アジア・オセアニア………台湾・中国・タイ・オーストラリア・インドネシア 
(3)北米…………………………米国 

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。 
  

 

 
(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)ヨーロッパ…………………フランス 
(2)アジア・オセアニア………台湾・中国・タイ・オーストラリア・インドネシア 
(3)北米…………………………米国 

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。 

前第２四半期連結会計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日) (単位：百万円)

ヨーロッパ
アジア・
オセアニア

北米 その他の地域 計

Ⅰ．海外売上高 1,102 2,587 286 121 4,098

Ⅱ．連結売上高 10,020 

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の割合(%) 11.0 25.8 2.9 1.2 40.9

当第２四半期連結会計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日) (単位：百万円)

ヨーロッパ
アジア・
オセアニア

北米 その他の地域 計

Ⅰ．海外売上高 553 1,728 181 37 2,501

Ⅱ．連結売上高 6,509

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の割合(%) 8.5 26.5 2.8 0.6 38.4 

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) (単位：百万円)

ヨーロッパ
アジア・
オセアニア

北米 その他の地域 計

Ⅰ．海外売上高 2,135 4,806 667 204 7,814 

Ⅱ．連結売上高 19,301 

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の割合(%) 11.1 24.9 3.4 1.1 40.5

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) (単位：百万円)

ヨーロッパ
アジア・
オセアニア

北米 その他の地域 計

Ⅰ．海外売上高 1,030 2,823 309 75 4,238

Ⅱ．連結売上高 11,233

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の割合(%) 9.1 25.1 2.8 0.7 37.7

(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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