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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 23,023 △45.2 112 △40.5 273 ― 139 ―

21年3月期第2四半期 42,041 ― 188 ― △183 ― △291 ―

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 3.05 ―

21年3月期第2四半期 △7.08 ―

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 37,352 6,422 17.0 134.16
21年3月期 55,148 5,759 10.0 121.22

（参考） 自己資本  22年3月期第2四半期  6,363百万円 21年3月期  5,507百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00

22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 0.00 0.00

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  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

通期 55,000 △35.3 500 ― 300 ― 0 ― 0.00
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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  無  

(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日公表いたしました連結業績予想は、修正しておりません。 
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、
実際の業績等はさまざまな要因により大きく異なる可能性があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 1社 （社名 テクノエイト株式会社 ）

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 47,829,665株 21年3月期 47,829,665株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期 396,241株 21年3月期 2,395,264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 45,794,895株 21年3月期第2四半期 41,137,291株
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 当第２四半期連結累計期間（以下、「当四半期」といいます。）における世界経済は、株式市場の回復など、底打

ちの様相を呈し、景気後退局面からは脱しつつあるものの、依然として先行きが不透明な状況にあります。わが国経

済においても、一部の業種においては輸出や生産が持ち直しておりますが、完全失業率および有効求人倍率は共に過

去最悪の水準で推移するなど雇用情勢は依然として厳しく、個人消費が低調に推移する厳しい状況が続いておりま

す。 

 当社グループの主要マーケットであるＡＶＣ市場およびＯＥＭ市場におきましても、一部の製品に回復の兆しは見

られるものの、総体的には国内外ともに厳しい状況が続いております。 

 しかしながら、当社グループはこのような経営環境のもと、抜本的な事業構造の見直しを行ない、テクノエイト株

式会社（以下、「テクノエイト」といいます。）の全株式を売却し、ＡＶＣ事業とＯＥＭ事業の強化・再編に注力す

るとともに、連結有利子負債圧縮による財務体質の改善を図ってまいりました。また、販売戦略および販売体制の見

直しを行い、販売力の強化を図るとともに、全社的な経費削減に取り組んでまいりました。 

 その結果、当四半期における当社グループの売上高は、業績予想に対しては増収増益となったものの、景気の後退

による影響を大きく受け、また、テクノエイトが連結対象外となったことにともなう売上の減少97億32百万円などに

より、前年同期比190億17百万円減少の230億23百万円となりました。また、営業損益は、テクノエイトが連結対象外

となったことにともなう営業利益の減少２億35百万円を製品の差別化による利益率の向上や原材料価格の低減および

徹底した経費の削減などが補い前年同期比76百万円の減少にとどめ１億12百万円の営業利益となりました。さらに、

支払利息や為替差損の減少および特別損失の大幅な減少により、税金等調整前四半期純損益は、前年同期比５億99百

万円改善し２億３百万円の利益となり、四半期純損益は前年同期比４億31百万円改善し１億39百万円の純利益となり

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 ＡＶＣ事業 

 国内市場ではＭＤシステム分野におけるミニコンポ市場の縮小、またＰＣ市場においても大手企業が相次いでネッ

トブック市場へ新規参入したことによる販売の減少や低価格化による販売単価の下落および2009年10月に新ＯＳの発

売が開始されることに起因する買い控えが影響し、売上高は前年同期比32億54百万円減少の80億48百万円となりまし

た。また、海外市場では前連結会計年度に破綻した北米の大手家電量販店の影響や在庫調整および市況悪化に伴う低

価格製品へのシフトなどにより、売上高は、前年同期比49億94百万円減少の90億85百万円となりました。その結果、

ＡＶＣ事業の売上高は、前年同期比82億49百万円減少の171億34百万円となりました。また、営業損益は、製品の差

別化による利益率の向上や原材料価格の低減および徹底した経費の削減を行いましたが、前年同期比３億５百万円減

少の１億86百万円の営業利益となりました。 

② ＯＥＭ事業 

 ＯＥＭ事業における売上高は、遊技機器関連製品の売上が大幅に増加したものの、車載用スピーカーの需要は部分

的な回復に留まり、家電向けスピーカーなどは大幅に受注が減少し、加えてテクノエイトが連結対象外となったこと

にともなう売上の減少97億32百万円などにより、前年同期比105億35百万円減少の50億96百万円となりました。一

方、営業損益におきましては、遊技機器関連製品の売上が増加したことにより、前年同期比２億34百万円改善の１億

72百万円の営業利益となりました。 

③ 不動産賃貸事業 

 不動産賃貸事業における売上高は、前年同期並みの２億61百万円となりました。また、営業損益についても、前年

同期並みの１億71百万円の営業利益となりました。 

④ その他事業 

 その他事業の売上高は、前年同期比２億32百万円減少の５億31百万円となりました。また、営業損益についても、

前年同期比56百万円悪化の１億19百万円の営業損失となりました。 

 

 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 

 日本国内におけるＡＶＣ事業は、ＭＤシステム分野におけるミニコンポ市場の縮小や大手企業が相次いでネットブ

ック市場へ新規参入したことによる販売の減少および2009年10月に新ＯＳの発売が開始されることに起因する買い控

え、さらに低価格化による販売単価の下落により売上高は減少いたしました。また、ＯＥＭ事業では遊技機器関連製

品の売上は増加いたしましたが、車載用や家電用スピーカーの売上は減少し、さらにテクノエイトが連結対象外とな

ったことにともなう売上の減少92億４百万円などにより、売上高は前年同期比127億21百万円減少の139億33百万円と

なりました。営業損益は、テクノエイトが連結対象外となったことにともなう１億41百万円の減少もあり、前年同期

比３億14百万円減少の４億68百万円の営業利益となりました。 

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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② 北米 

 北米におけるＡＶＣ事業の売上高は、前連結会計年度に破綻した大手家電量販店の影響を受けて減少いたしまし

た。また、ＯＥＭ事業の売上高は、車載用スピーカーの大幅な受注減により減少いたしました。その結果、北米にお

ける売上高は前年同期比31億65百万円減少の48億円となりましたが、営業損益は、製品の差別化による利益率の向上

や原材料価格の低減により前年同期比１億円改善し72百万円の営業利益となりました。 

③ 欧州 

 欧州においては、販売網の整備により販売チャネルは拡大しましたが、市況悪化に伴う低価格製品への需要のシフ

トや在庫調整などにより、売上高は前年同期比17億82百万円減少の27億44百万円となりました。また営業損益につき

ましても、売上高の減少にともない前年同期比11百万円悪化し80百万円の営業損失となりました。 

④ アジア 

 アジア地域の売上高は、テクノエイトの株式売却にともない、テクノエイトフィリピンコーポレーションが連結対

象外となったことなどにより、前年同期比13億48百万円減少の15億44百万円となりましたが、営業損益は、前年同期

比94百万円改善し49百万円の営業損失となりました。 

  

 当四半期末における総資産は、テクノエイトの全株式を売却し、連結対象外となったことなどにより前連結会計年

度末比177億96百万円減少の373億52百万円となりました。連結有利子負債は前連結会計年度末比107億46百万円減少

の158億59百万円となりました。純資産は、前連結会計年度末比６億62百万円増加の64億22百万円となり、自己資本

比率は前連結会計年度末比７％改善の17％となりました。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」といいます。）の残高は、前年同四半期

連結累計期間末に比べ35億41百万円減少し61億76百万円となりました。 

 当第２四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

（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り減少した資金は、４億55百万円となりました。これはおもに、

売上債権やたな卸資産および未収入金の減少31億23百万円を仕入債務や未払金および未払費用の減少36億55百万円が

上回ったことなど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） 

 当第２四半期連結累計期間における投資活動により増加した資金は、３億24百万円となりました。これはおもに連

結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入６億97百万円が有形固定資産の取得による支出３億54百万円を上

回ったことなど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） 

 当第２四半期連結累計期間における財務活動により減少した資金は、29億47百万円となりました。これはおもに借

入金の返済によるものであります。 

  

 当第２四半期連結業績は、平成21年11月２日に公表のとおり、修正発表を行っております。なお、通期の連結業績

予想は、依然として景気の先行が不透明であることなどから、当初の計画（平成21年５月15日発表）を変更しており

ません。 

 今後の事業環境の変化および当社グループ業績の推移を注意深く見極め、必要に応じて見直しを行い、変更があれ

ば速やかに開示いたします。 

  

 当第１四半期連結会計期間において、連結子会社であるテクノエイト株式会社の全株式を譲渡する旨の決議を

行い、平成21年５月11日付で株式売買契約を締結し、平成21年５月29日付で豊田鉄工株式会社およびトヨタ自動

車株式会社に譲渡を完了しております。そのため、テクノエイト株式会社（特定子会社）及びそのグループ会社

でありますリブ精工株式会社、テクノエイトフィリピンコーポレーションを第１四半期連結会計期間より連結の

対象から除外しております。  

  

 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）

（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
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 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
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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 6,176,703 9,125,390

受取手形及び売掛金 8,048,830 11,640,517

有価証券 － 585

商品及び製品 3,264,659 4,349,056

仕掛品 244,956 354,552

原材料及び貯蔵品 1,652,097 2,019,169

その他 1,467,282 2,235,775

貸倒引当金 △73,315 △130,360

流動資産合計 20,781,215 29,594,686

固定資産   

有形固定資産   

土地 4,038,630 6,899,431

賃貸用土地 5,946,405 5,946,405

その他（純額） 5,186,577 11,263,278

有形固定資産合計 15,171,612 24,109,114

無形固定資産 276,388 264,747

投資その他の資産   

その他 1,131,283 1,190,381

貸倒引当金 △7,983 △10,088

投資その他の資産合計 1,123,300 1,180,293

固定資産合計 16,571,300 25,554,155

資産合計 37,352,515 55,148,842
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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 3,936,962 9,941,479

短期借入金 7,222,000 11,320,540

未払法人税等 250,523 203,768

製品保証引当金 586,044 652,474

その他 3,839,363 4,301,837

流動負債合計 15,834,894 26,420,102

固定負債   

社債 1,400,000 1,650,000

新株予約権付社債 1,080,000 1,080,000

長期借入金 4,217,400 10,615,400

長期預り保証金 2,940,000 2,940,000

再評価に係る繰延税金負債 3,082,468 3,082,468

退職給付引当金 215,785 861,855

リサイクル費用引当金 460,448 440,642

負ののれん 1,348,873 1,654,784

その他 350,304 644,109

固定負債合計 15,095,280 22,969,261

負債合計 30,930,175 49,389,364

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,866,531 1,866,531

資本剰余金 1,766,793 5,807,172

利益剰余金 △865,644 △4,749,871

自己株式 △83,988 △477,869

株主資本合計 2,683,691 2,445,962

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △23,301 △42,489

土地再評価差額金 4,307,283 4,307,283

為替換算調整勘定 △603,949 △1,203,054

評価・換算差額等合計 3,680,032 3,061,740

少数株主持分 58,616 251,774

純資産合計 6,422,340 5,759,477

負債純資産合計 37,352,515 55,148,842
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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 42,041,307 23,023,918

売上原価 32,834,083 16,280,349

売上総利益 9,207,223 6,743,568

販売費及び一般管理費 9,018,538 6,631,331

営業利益 188,685 112,237

営業外収益   

受取利息 42,080 6,358

受取配当金 2,267 1,660

負ののれん償却額 150,485 240,444

持分法による投資利益 － 78,283

その他 78,624 83,732

営業外収益合計 273,457 410,478

営業外費用   

支払利息 241,224 173,050

為替差損 276,584 7,332

持分法による投資損失 5,849 －

その他 121,924 69,314

営業外費用合計 645,583 249,697

経常利益又は経常損失（△） △183,441 273,018

特別利益   

前期損益修正益 62,000 －

固定資産売却益 90,563 9,895

投資有価証券売却益 22,712 －

関係会社整理損失引当金戻入額 60,000 －

その他 5,595 1,306

特別利益合計 240,871 11,201

特別損失   

固定資産売却損 207 993

固定資産除却損 51,010 603

投資有価証券評価損 212,686 －

関係会社株式売却損 － 74,793

その他 189,455 4,357

特別損失合計 453,359 80,747

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（△）

△395,930 203,472

法人税、住民税及び事業税 44,437 55,485

法人税等調整額 △139,616 30,074

法人税等合計 △95,179 85,560

少数株主損失（△） △9,513 △21,935

四半期純利益又は四半期純損失（△） △291,237 139,847
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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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△395,930 203,472

減価償却費 1,452,077 421,312

負ののれん償却額 △150,485 △240,444

投資有価証券評価損益（△は益） 212,686 －

投資有価証券売却損益（△は益） △22,712 －

関係会社株式売却損益（△は益） － 74,794

貸倒引当金の増減額（△は減少） △539,302 △61,563

製品保証引当金の増減額（△は減少） △33,742 △83,696

退職給付引当金の増減額（△は減少） △70,113 △84,859

受取利息及び受取配当金 △44,347 △8,018

支払利息 241,224 173,050

為替差損益（△は益） 209,581 52,296

固定資産売却損益（△は益） △90,356 △8,902

固定資産除却損 51,010 603

持分法による投資損益（△は益） 5,849 △78,283

売上債権の増減額（△は増加） 1,686,210 2,479,933

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,941,627 1,307,774

仕入債務の増減額（△は減少） △4,001,092 △3,675,145

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） △790,302 19,389

その他 △277,280 △766,181

小計 △4,498,651 △274,468

利息及び配当金の受取額 44,394 6,327

利息の支払額 △249,262 △179,306

法人税等の支払額 △164,992 △8,375

営業活動によるキャッシュ・フロー △4,868,512 △455,823

投資活動によるキャッシュ・フロー   

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

－ 697,609

有形固定資産の取得による支出 △1,588,462 △354,422

有形固定資産の売却による収入 664,603 37,444

投資有価証券の売却による収入 23,362 －

定期預金の払戻による収入 1,510,000 －

その他 20,442 △56,055

投資活動によるキャッシュ・フロー 629,946 324,575

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） △750,000 △913,080

長期借入れによる収入 3,000,000 1,260,000

長期借入金の返済による支出 △2,432,360 △3,044,700

社債の発行による収入 1,965,553 －

社債の償還による支出 △50,000 △250,000

配当金の支払額 △192,071 －

自己株式の取得による支出 △92 △136

自己株式の売却による収入 － 17

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,541,030 △2,947,898

現金及び現金同等物に係る換算差額 242,432 130,459
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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) 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,455,104 △2,948,687

現金及び現金同等物の期首残高 12,173,456 9,125,390

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,718,351 6,176,703
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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） 

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） 

   

（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〕

  
 ＡＶＣ事業 
（千円） 

ＯＥＭ事業
（千円） 

不動産賃貸事
業（千円） 

その他事業
（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 
 25,383,873 15,632,292 261,664 763,476  42,041,307  － 42,041,307

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 235,038 986,737 － 51,490  1,273,265 (1,273,265) －

計  25,618,911 16,619,030 261,664 814,966  43,314,572 (1,273,265) 42,041,307

営業利益又は 

営業損失（△） 
 492,136 △62,490 172,387 △63,143  538,891 (350,206) 188,685

  
 ＡＶＣ事業 
（千円） 

ＯＥＭ事業
（千円） 

不動産賃貸事
業（千円） 

その他事業
（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 
 17,134,497 5,096,674 261,664 531,080  23,023,918  － 23,023,918

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 819,685 471,379 － 40,444  1,331,509 (1,331,509) －

計  17,954,183 5,568,053 261,664 571,525  24,355,427 (1,331,509) 23,023,918

営業利益又は 

営業損失（△） 
 186,207 172,482 171,676 △119,316  411,051 (298,814) 112,237
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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） 

   

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 
（千円） 

北米 
（千円） 

欧州
（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 
 26,655,142 7,965,849 4,527,349 2,892,965  42,041,307  － 42,041,307

(2）セグメント間の内部

売上高 
 13,777,283 － 27,424 11,153,512  24,958,220 (24,958,220) －

計  40,432,426 7,965,849 4,554,773 14,046,478  66,999,527  (24,958,220) 42,041,307

営業利益又は営業損失

(△) 
 782,554 △27,225 △69,227 △144,646  541,456 (352,770) 188,685

  
日本 
（千円） 

北米 
（千円） 

欧州
（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 
 13,933,933 4,800,688 2,744,396 1,544,899  23,023,918  － 23,023,918

(2）セグメント間の内部

売上高 
 11,181,959 － 27,573 5,594,643  16,804,176 (16,804,176) －

計  25,115,892 4,800,688 2,771,970 7,139,543  39,828,094  (16,804,176) 23,023,918

営業利益又は営業損失

(△) 
 468,449 72,952 △80,456 △49,894  411,051 (298,814) 112,237
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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。  

  

 当社および連結子会社３社は、平成15年９月30日付で、Global Technovations, Inc.（以下「GTI」）およびOnkyo 

America, Inc.（以下「OAI」）から以下に掲げる内容で米国ミシガン州東部地区連邦破産裁判所に提訴されました。

なお、連結子会社３社とは、ONKYO (MALAYSIA) SDN. BHD.（以下「ML」）、ONKYO EUROPE ELECTRONICS GMBH（以下

「EU」）、ONKYO U.S.A. CORP.であります。 

（内容） 

 当社、MLおよびEUは、GTIに対し平成12年８月に当社の米国子会社であったOAIの発行済株式を全株売却しました。

その後、平成13年12月に、GTIおよびOAIは、米国で破産法の適用を申請しております。GTIは、平成15年９月にこの

株式譲渡の無効を主張し、譲渡対価の一部である13,000千USドル（当社3,900千USドル、MLおよびEUは各4,550千USド

ル）と、OAIが破産法申請前90日間に支払った商品代金の652千USドルの返還請求を提訴しました。なお、当社および

当社子会社は、この株式譲渡無効の訴えが不当なものであるとして、抗弁する所存であります。なお、平成20年２月

に、本訴訟の当事会社をMLからONKYO ASIA ELECTRONICS SDN. BHD.に引継ぐ手続きを完了し、MLは平成20年３月に清

算を結了しています。  

  

〔海外売上高〕

  北米 欧州 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  8,095,656  5,090,503  4,072,246  479,821  17,738,228

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  －  42,041,307

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 19.3  12.1  9.7  1.1  42.2

  北米 欧州 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  4,891,461  3,208,747  2,641,964  318,447  11,060,620

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  －  23,023,918

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 21.2  13.9  11.5  1.4  48.0

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報
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