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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 119,694 △28.4 1,727 △81.8 2,187 △78.7 1,104 △82.1
21年3月期第2四半期 167,255 ― 9,513 ― 10,273 ― 6,167 ―

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 3.45 ―
21年3月期第2四半期 17.86 ―

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 366,913 182,249 48.5 555.50
21年3月期 374,239 184,229 47.9 559.34

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  177,902百万円 21年3月期  179,134百万円

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3月期 ― 7.50 ― 2.50 10.00
22年3月期 ― 3.50
22年3月期 

（予想）
― 3.50 7.00

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 250,000 △15.8 5,500 293.2 5,500 634.6 3,000 ― 9.36



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、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） 

(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８月31日に公表しました連結業績予想は、本資料において修正しています。 
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あたっての注意事項につきま
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。 

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 380,353,809株 21年3月期  380,353,809株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  60,096,412株 21年3月期  60,093,553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 320,258,746株 21年3月期第2四半期 345,362,503株



全体概況 

 当第２四半期連結累計期間の経済情勢は、中国などアジアを中心に持ち直しの動きも見られましたが、米国、欧州

や日本など先進諸国においては、昨秋の金融危機に起因する急激な景気悪化からは 悪期を脱しつつあるものの、設

備投資の抑制や雇用情勢の悪化が見られ、依然として厳しい状況が続きました。  

 このような情勢の下、当社グループは、厳しい環境下にあっても一定の収益を確保すべく、緊急対策としての取組

みを徹底しつつ、経営体質強化に向けた抜本的な構造改革を断行してきました。 

 全体では、売上高は1,196億円(前年同期比28.4％減)、営業利益17億円(同81.8％減)、経常利益21億円(同78.7％

減)、四半期純利益11億円(同82.1％減)と減収減益となりました。 

  

時計事業 

 国内ウオッチ市場は、7月以降、若干の回復が見られ、特に普及価格帯ブランドの「ウィッカ」、「インディペン

デント」などが売上を伸ばしました。しかしながら、主力の中・高価格帯においては、ダイレクトフライト機能付き

の高付加価値電波時計の好調を除くと、本格的な景気回復が未だ不透明である中で苦戦を強いられ、減収となりまし

た。 

 海外ウオッチ市場は、世界各国で様々な景気刺激策が採られているものの、個人消費に大きな効果は表れておら

ず、軟調に推移しました。7月に入ると、流通における在庫調整が一段落したことなどから、小売店の仕入は期初比

で増加傾向にあり、特に中国市場が好調な伸びを続けている他、主要市場の北米にも回復の兆しが見え始めました。

しかしながら、欧州地域は期初から低調な推移を続けており、更に継続的な円高傾向も影響し、減収となりました。

 Q&Qブランドは、国内市場では普及価格帯の電波時計を中心に比較的好調に推移しましたが、海外市場において

は、取引国の主要通貨であるドルの通貨安など外的要因による売上低迷が好転せず、減収となりました。 

 ムーブメント販売においては、夏頃から年末商戦向けや中国市場向けなどで時計需要が増加したことを受け、一定

の売上を確保しましたが、前年の売上を上回るには至りませんでした。 

 BULOVAにおいては、引き続き営業対応の強化を進めていたものの、流通による仕入抑制の影響が拭えず、減収とな

りました。 

 以上の結果、時計事業全体では、売上高は589億円(前年同期比18.8％減)、営業利益は34億円(同53.9％減)と減収

減益となりました。 

  

電子デバイス事業 

 電子デバイス事業のうち、オプトデバイスでは、主力の携帯電話用LEDが市場の飽和化および競争激化により受注

額が減少し、更に景気の先行き不透明感からクリスマス需要に向けた受注拡大に至らず、高価格帯のフラッシュLED 

を中心に強い価格値下げ要求を受けるなど、非常に厳しい状況で推移しました。一方、成長分野として位置づけてい

る一般照明用LEDは、着実な市場拡大を追い風に新規顧客の開拓に努め、増収となりました。光センサーは、主力の

IrDAが携帯電話市場の調整と大口顧客における採用機種の減少が響き、減収となりました。バックライトユニットは

携帯電話向けでは伸び悩みましたが、中大型液晶市場、車載市場に投入した新製品については、新規受注を獲得する

など一定の成果をあげました。 

 水晶デバイスは、前年度の金融危機による市場の急激な冷え込みの影響が根深く、前年の売上水準には至らなかっ

たものの、音叉型水晶振動子では携帯電話向けSMD製品が韓国顧客からの安定した受注を獲得した他、民生用水晶振

動子や水晶ブランクについても顧客の在庫調整が終了したことで、受注は堅調な回復傾向にあります。 

 その他部品のうち、スイッチは、比較的好調な韓国メーカー向けが多いことが奏功し回復軌道に乗りましたが、キ

ーシートモジュールは、競争激化により受注額を落とし、大幅な減収となりました。強誘電マイクロ液晶ディスプレ

イは、昨年度の在庫調整の反動から急激に受注が膨らんだ他、電子ペーパーモジュールも、新製品の受注獲得等によ

り大幅に売上を伸ばしました。また、HDD用ガラス基板事業は、HDD市場の急回復により生産量は大きく好転しまし

た。 

 以上の結果、電子デバイス事業全体では、売上高は301億円(前年同期比39.8％減)、営業利益は19億円(同19.7％

減)と減収減益となりました。 

  

電子機器製品事業 

 プリンタ関連では、主力のPOSプリンタが、米国市場で、ここ数年力を入れていた代理店政策と顧客の開拓が奏功

し売上を伸ばしましたが、全体的に景気低迷及び企業の設備投資抑制の影響を強く受け、特に、国内、東欧・ロシア

を含む欧州向けが低迷しました。中国向け大型プリンタは、新製品導入と在庫圧縮により安定した売上をあげた他、

フォトプリンタは、欧米を中心にフォトキオスク需要の拡大により大きく伸張しました。電卓関連では、 大の市場

であるロシア向けの落ち込みが続いたことで、大幅な減収となりました。 

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



 健康機器は、健康志向の高まりにより前期に引き続き薄型ポケットイン歩数計が好調に推移し、また、体温計は、

新型インフルエンザ流行による特需から大幅に売上が拡大しました。  

 以上の結果、電子機器製品事業全体では、売上高は99億円(前年同期比11.5％減)、営業利益は2億円(同58.9％減)

と減収減益となりました。 

  

産業用機械事業 

 NC旋盤は、地域や業種によって若干回復の動きが見られたものの、全体としては依然として低調に推移しました。

国内市場は政府の景気刺激策の効果等により受注機会は増加していますが、競合各社との値下げ競争による販売価格

下落等の影響もあり、大幅な減収となりました。海外市場のうちアジアでは、中国・アセアンを中心にHDDや自動車

関連の受注が増加し唯一活発な動きがあったものの、円高を背景とした価格要求に厳しさが増しており、減収となり

ました。米国市場は、自動車関連において、買換え促進策終了の反動と今後の先行き不透明感から引き続き設備投資

の動きが鈍く、減収となりました。欧州市場は、総じて底ばい状態が続いており、大幅な減収となりました。 

 主軸固定型NC旋盤を主力製品とするミヤノについては、 大顧客市場である国内自動車関連で設備余剰感が継続し

ており、次第に引合いは出始めたものの、大幅な減収となりました。 

 以上の結果、産業用機械事業全体では、売上高は81億円(前年同期比54.7％減)、営業損失は29億円(前年同期は14

億円の営業利益)と減収減益となりました。 

  

その他の事業 

 宝飾は、値ごろ感のある新製品を投入し拡大を図ったものの、宝飾需要に回復の兆しが見えず、これまで堅調であ

ったブライダルジュエリーの販売も落ち込む厳しい状況が続いています。 

 球機用機器では、ホールを取り巻く金融環境が依然として厳しく周辺機器市場の苦戦が続く中、全国的な低玉貸営

業の定着により、減少基調にあった遊技人口に下げ止まりの兆しが見えてきました。そのような状況下、省人化用機

器や低額玉貸用機器が引き続き売上を牽引した結果、増収となりました。 

 自動車部品は、引き続き低水準で推移しているものの、「エコカー減税」等の経済対策が寄与するなど、徐々にで

はありますが回復に向かっています。 

 以上の結果、その他の事業全体では、売上高は125億円(前年同期比18.6％減)、営業利益は4億円(同4.4％増)と減

収増益となりました。 

  

  

当第２四半期末の総資産は、棚卸資産の減少、有形固定資産の減少等により、前連結会計年度末に対して73億円減少

し、3,669億円となりました。負債は前期末比53億円減の1,846億円となりました。純資産は前期末比19億円減の

1,822億円となりました。  

  

  

 今後の事業環境につきましては、一部に明るい兆しが見えつつあるとはいえ、景気の二番底が警戒されるなど、未

だ予断を許さない状況が続く事が予想されます。 

 このような情勢の下、各事業では次のような取組みを行っていきます。 

 時計事業は、国内外共に市況の早期好転は難しいとの前提の下、引き続きブランド価値作りを基軸とした活動を継

続展開しつつ、同時に在庫や固定費の削減による収益向上に注力していきます。 

 電子デバイス事業は、将来を見据えた構造改革を実行するとともに、徹底した経費削減と在庫の削減及び適正化を

図りながら、主力のLEDを中心に新市場開拓に向けた積極的な活動を継続していきます。 

 産業用機械事業は、ミヤノと共同でグローバル製販拠点統合など経営効率と利益体質の強化を図ることでコストパ

フォーマンスの大幅改善を実現し、回復基調にある業界の引合いを確実に取り込めるよう努めていきます。 

 通期業績につきましては、 近の業績動向を踏まえ、前回予想（平成21年８月31日発表）から、売上高2,500億円

（前連結会計年度比15.8％減）、営業利益55億円（同293.2％増）、経常利益55億円（同634.6％増）、当期純利益30

億円と修正しております。 

 また、第3四半期以降の為替レートは1US$＝90円、1EUR＝125円を前提としております。  

  

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）



  

  

①簡便な会計処理 

（一般債権の貸倒見積高の算定方法） 

貸倒実績率等が前事業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、前連結会計年度にお

いて算定した貸倒実績率等の合理的な基準を使用して一般債権の貸倒を算定しております。 

（棚卸資産の評価方法） 

 棚卸資産の簿価切下げに関して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

下げを行っております。 

営業循環過程から外れた滞留又は処分見込価額まで切り下げているものについては、前連結会計年度以降

に著しい変化がないと認められる限り、前連結会計年度末における貸借対照表価額で計上しております。 

（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

算定しております。 

一部の連結子会社において、固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積りを考慮した予算を策定し

ている場合に、当該予算に基づく年間償却予定額を期間按分して算定しております。  

（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、前連結会計年度決算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しております。 

  

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） 

当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、法人税等調整額

は、法人税等に含めて表示してあります。 

  

  

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

（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：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 102,675 91,194

受取手形及び売掛金 54,686 53,497

有価証券 － 0

商品及び製品 32,573 39,520

仕掛品 17,822 18,740

原材料及び貯蔵品 7,755 8,448

その他 17,603 22,521

貸倒引当金 △1,401 △1,551

流動資産合計 231,715 232,372

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 33,286 32,772

機械装置及び運搬具（純額） 19,780 21,852

工具、器具及び備品（純額） 4,448 4,753

その他 14,686 16,877

有形固定資産合計 72,201 76,256

無形固定資産   

のれん 8,738 9,270

その他 4,061 4,264

無形固定資産合計 12,800 13,534

投資その他の資産   

投資有価証券 33,199 33,202

その他 20,039 21,196

貸倒引当金 △904 △192

投資損失引当金 △2,139 △2,130

投資その他の資産合計 50,195 52,075

固定資産合計 135,197 141,866

資産合計 366,913 374,239



（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 16,094 17,012

短期借入金 5,404 7,052

1年内償還予定の社債 500 400

1年内償還予定の新株予約権付社債 22,500 22,500

未払法人税等 1,106 1,333

賞与引当金 4,294 4,284

役員賞与引当金 － 158

製品保証引当金 877 905

事業再編整理損失引当金 4,412 7,018

その他 22,698 24,678

流動負債合計 77,887 85,342

固定負債   

社債 1,800 1,600

長期借入金 92,965 90,800

退職給付引当金 9,920 9,975

負ののれん 465 711

その他 1,623 1,579

固定負債合計 106,775 104,667

負債合計 184,663 190,009

純資産の部   

株主資本   

資本金 32,648 32,648

資本剰余金 63,883 63,883

利益剰余金 141,855 141,379

自己株式 △50,912 △50,910

株主資本合計 187,476 187,002

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,052 404

為替換算調整勘定 △11,626 △8,271

評価・換算差額等合計 △9,574 △7,867

少数株主持分 4,347 5,095

純資産合計 182,249 184,229

負債純資産合計 366,913 374,239



（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 167,255 119,694

売上原価 110,521 80,635

売上総利益 56,734 39,059

販売費及び一般管理費 47,221 37,331

営業利益 9,513 1,727

営業外収益   

受取利息 463 185

受取配当金 501 221

負ののれん償却額 270 265

助成金収入 － 542

その他 1,181 694

営業外収益合計 2,416 1,909

営業外費用   

支払利息 211 777

為替差損 452 242

持分法による投資損失 269 9

その他 722 418

営業外費用合計 1,655 1,448

経常利益 10,273 2,187

特別利益   

投資有価証券売却益 3,139 1,399

貸倒引当金戻入額 114 38

投資損失引当金戻入額 114 －

固定資産売却益 － 116

その他 13 92

特別利益合計 3,381 1,646

特別損失   

固定資産除却損 269 136

投資有価証券評価損 25 11

投資損失引当金繰入額 67 8

固定資産売却損 － 52

減損損失 9 448

退職給付制度改定損 243 －

たな卸資産廃棄損 317 －

事業再編整理損 － 210

貸倒引当金繰入額 － 700

その他 80 238

特別損失合計 1,013 1,808

税金等調整前四半期純利益 12,641 2,026

法人税等 6,523 1,557

少数株主損失（△） △49 △635

四半期純利益 6,167 1,104



（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 12,641 2,026

減価償却費 9,611 6,946

引当金の増減額（△は減少） 147 △2,093

受取利息及び受取配当金 △964 △407

支払利息 211 777

投資有価証券売却損益（△は益） △3,139 △1,398

投資有価証券評価損益（△は益） 25 11

固定資産売却損益（△は益） △246 △63

固定資産除却損 263 136

売上債権の増減額（△は増加） △1,541 △2,632

たな卸資産の増減額（△は増加） △7,987 7,775

仕入債務の増減額（△は減少） 3,015 △606

その他 4,428 6,037

小計 16,464 16,509

利息及び配当金の受取額 959 400

利息の支払額 △218 △780

法人税等の支払額 △4,105 △1,067

営業活動によるキャッシュ・フロー 13,099 15,061

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △1,884 △138

投資有価証券の売却による収入 4,928 2,821

有形固定資産の取得による支出 △10,638 △5,635

有形固定資産の売却による収入 401 630

無形固定資産の取得による支出 △451 △283

貸付けによる支出 △353 △168

貸付金の回収による収入 102 78

関係会社株式の取得による支出 △1,440 △3

その他 338 △251

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,997 △2,950

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） 1,656 △1,181

長期借入れによる収入 － 1,900

社債の発行による収入 － 500

社債の償還による支出 － △200

配当金の支払額 △5,205 △800

少数株主への配当金の支払額 △46 △8

自己株式の取得による支出 △9,329 △1

その他 △0 △20

財務活動によるキャッシュ・フロー △12,925 187

現金及び現金同等物に係る換算差額 △18 △992

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △8,841 11,305

現金及び現金同等物の期首残高 70,480 87,649

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

698 143

連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

－ 3

現金及び現金同等物の四半期末残高 62,337 99,102



 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） 

   

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２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

  

（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〕

  
時計事業
（百万円） 

電子デバ

イス事業 
（百万円） 

電子機器

 製品事業 
（百万円）

産業用  

機械事業 
（百万円）

その他の

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  72,591  50,099  11,257  17,943  15,363  167,255     －  167,255

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 144  63  5  8  401  623  (623)     － 

計  72,736  50,162  11,263  17,951  15,765  167,879  (623)  167,255

営業利益  7,422  2,471  604  1,471  454  12,423  (2,910)  9,513

  
時計事業
（百万円） 

電子デバ

イス事業 
（百万円） 

電子機器

 製品事業 
（百万円）

産業用  

機械事業 
（百万円）

その他の

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  58,923  30,165  9,966  8,136  12,502  119,694     －  119,694

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 61  0  588  0  187  839  (839)     － 

計  58,984  30,166  10,555  8,137  12,690  120,533  (839)  119,694

営業利益又は営業損失（△）  3,423  1,985  248  △2,913  474  3,218  (1,490)  1,727

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（百万円） 
アジア

（百万円）
アメリカ
（百万円）

ヨーロッパ 
（百万円）

その他
（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  115,167  15,139  23,361  12,640  946  167,255     －  167,255

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 28,959  38,167  373  62     －  67,563 (67,563)     － 

計  144,126  53,307  23,735  12,703  946  234,819 (67,563)  167,255

営業利益又は営業損失（△）  9,257  1,834  1,237  561  △110  12,781 (3,268)  9,513



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） 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  
日本 

（百万円） 
アジア

（百万円）
アメリカ
（百万円）

ヨーロッパ 
（百万円）

その他
（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  81,557  10,545  19,001  7,829  760  119,694     －  119,694

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 15,824  26,057  241  38    －  42,161 (42,161)     － 

計  97,382  36,602  19,242  7,868  760  161,856 (42,161)  119,694

営業利益又は営業損失（△）  △856  1,740  1,150  △62  52  2,024 (297)  1,727

〔海外売上高〕

  アジア アメリカ ヨーロッパ その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  52,762  27,129  21,832  2,908  104,632

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － －  167,255

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 31.5  16.2  13.1  1.7  62.6

  アジア アメリカ ヨーロッパ その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  36,303  22,004  11,942  1,351  71,602

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － －  119,694

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 30.3  18.4  10.0  1.1  59.8

（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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