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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 15,387 △23.5 107 △73.1 143 △60.4 105 △51.2

21年3月期第2四半期 20,108 ― 398 ― 362 ― 217 ―

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 11.91 ―

21年3月期第2四半期 24.42 ―

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 20,180 8,013 39.0 885.87
21年3月期 18,297 7,774 41.6 856.84

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  7,873百万円 21年3月期  7,615百万円

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 ― 10.00 10.00

22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 10.00 10.00

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 34,500 △5.5 550 230.5 600 ― 560 ― 63.01
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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  無  
（注）詳細は、６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７日に公表いたしました連結・個別業績予想を修正しております。詳細は、平成21年11月13日に公表いたしました「業績予想の修正に関す
るお知らせ」をご参照下さい。 
２.業績予想に関しては、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。従いまして、実際の業績はこの
資料に記載されている予想とは大きく異なる場合があることをご承知おき下さい。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 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 9,127,338株 21年3月期  9,127,338株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  239,828株 21年3月期  239,778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 8,887,527株 21年3月期第2四半期 8,887,706株
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（１）個別経営成績                             (％表示は対前年同四半期増減率) 

 

 

（２）個別財政状態                             (％表示は対前年同四半期増減率) 

 
  

(％表示は、対前期増減率) 

 
  

（参考）個別業績の概要

１．平成22年３月期第２四半期の個別業績（平成21年４月１日～平成21年９月30日）

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 ％

平成22年３月期第２四半期 11,839 △25.6 220 △2.4 160 △41.3 59 △60.6

平成21年３月期第２四半期 15,903 ─ 226 ─ 273 ─ 150 ─

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

平成22年３月期第２四半期 6 69 ─ ─

平成21年３月期第２四半期 16 97 ─ ─

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

平成22年３月期第２四半期 16,469 6,735 40.7 753 86

平成21年３月期 14,608 6,703 45.7 750 88

２．平成22年３月期の個別業績予想（平成21年４月１日～平成22年３月31日）

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 23,500 △13.8 350 ─ 260 ─ 100 ─ 11 25
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当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、在庫調整の一巡や経済対策効果による景気持ち直し

の動きが見られたものの、昨年秋以降の世界的な金融危機による不況の影響は、企業収益や設備投資の減

少、雇用情勢の悪化及び個人消費低迷に繋がり、自動車や電子材料を始めとする各産業界の市場環境は本

格的な回復までには至らない厳しい状況が続いております。 

このような状況の中、当社グループはキャッシュ・フローを重視し、コスト削減に努め、収益力の向上

に取り組んでまいりました。 

その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は15,387百万円（前年同期比23.5％減）、営業利益は

107百万円（前年同期比73.1％減）、経常利益は143百万円（前年同期比60.4％減）、四半期純利益は105

百万円（前年同期比51.2％減）となりました。 

事業の種類別セグメントについては、産業資材関連事業の売上は国内において昨年下半期から需要が低

迷しておりましたＩＴ（情報関連）機器用のプリント配線板素材、自動車関連向けの金属加工部品等の受

注が若干回復したものの、海外において情報機器部品向けのフレキシブルプリント配線板加工の受注の低

迷が続いていることにより、9,884百万円（前年同期比24.7％減）となりました。プラスチック成形品関

連事業の売上は国内海外ともに特殊技術成形を中心とした自動車関連部品及び金型の受注が若干回復した

ことに加え、海外におけるＯＡ・ＤＩ部品の受注が好調に推移したものの、第１四半期の落込みをカバー

するまでに至らず、4,924百万円（前年同期比22.4％減）となりました。その他事業の売上はＲＦＩＤ関

連商品を中心に事業展開いたしましたが、740百万円（前年同期比13.0％減）となりました。 

所在地別セグメントについては、日本での売上は、ＩＴ（情報関連）機器用のプリント配線板素材、自

動車関連向けの金属加工部品等の受注が回復したものの、受注が前年同期の水準までの回復には至らず

12,180百万円（前年同期比21.8％減）となりました。東南アジアの売上は、自動車関連部品及び金型の受

注が若干回復したことに加え、ＯＡ・ＤＩ部品の受注が好調に推移するものの、情報機器部品向けのフレ

キシブルプリント配線板加工の受注が依然として低迷していることにより、3,720百万円（前年同期比

25.6％減）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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（資産） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて2,423百万円増加し12,909百万円となりました。これは現金及

び預金が増加したことなどが主な要因となっております。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べて541百万円減少し7,270百万円となりました。これは、投資有価

証券が増加したものの機械装置及び運搬具（純額）が減少したことなどが主な要因となっております。 

 この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて1,882百万円増加し20,180百万円となりました。 

（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて794百万円増加し8,647百万円となりました。これは支払手形及

び買掛金が増加したことなどが主な要因となっております。 

 固定負債は、前連結会計年度末に比べて849百万円増加し3,518百万円となりました。これは長期借入金

が増加したことなどが主な要因となっております。 

 この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて1,643百万円増加し12,166百万円となりました。 

（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて238百万円増加し8,013百万円となりました。これは為替換算

調整勘定が増加したことなどが主な要因となっております。 

 以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末より2.6ポイント減少の39.0%となりました。 

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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今後のわが国経済は、消費需要の不足や不安定な為替相場などの諸要因から、企業収益や設備投資抑制

の急激な回復は見込めず、失業率も高い水準で推移するなど厳しい状況が続くものと思われます。 

このような環境のもと、自動車業界においては、環境性能向上に対応した電子制御系部品とハイブリッ

ド車向け部品への取組み強化を継続しつつ、コスト競争力強化のために生産体制の見直しを図り、高度な

技術と信頼できる生産体制を国内外に構築して参ります。 

 また、電子機器業界並びに半導体業界においては、顧客のニーズにさらに密着したご提案を実現するた

めに専任営業と優良仕入先との関係強化を行い、活発な動きのある太陽電池、LED、パワーデバイス市場

に注力して参ります。 

当期の連結業績見通しにつきましては、各業界の生産調整が継続されており、電子機器業界並びに半導

体業界の売上・利益共に減少が予想されるものの、海外は売上及び利益の増加、自動車業界は横ばいを見

込んでおり、利益率及び生産効率の改善並びに経費削減効果が出てまいりました。 

 以上の理由により業績予想を修正した結果、当期(平成22年3月期)の業績見通しにつきましては、連結

売上高34,500百万円、営業利益550百万円、経常利益600百万円、当期純利益560百万円を見込んでおりま

す。詳細につきましては、本日別途公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さ

い。 

  
  

該当事項はありません。 

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 

法人税等の納付税額の算定に関して、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し

ています。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等、且つ、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、前連結会計年度決算において使用した将

来の業績予想やタックス・プランニングを利用しています。 

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

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 5,731,705 4,021,684

受取手形及び売掛金 5,726,822 4,939,213

たな卸資産 1,101,987 1,240,898

繰延税金資産 374 338

未収入金 229,350 150,238

その他 121,850 201,059

貸倒引当金 △2,929 △67,965

流動資産合計 12,909,161 10,485,466

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,539,240 4,366,684

減価償却累計額 △1,555,435 △1,399,796

建物及び構築物（純額） 2,983,804 2,966,888

機械装置及び運搬具 4,581,895 6,029,931

減価償却累計額 △3,495,926 △4,335,568

機械装置及び運搬具（純額） 1,085,968 1,694,362

工具、器具及び備品 588,935 1,752,638

減価償却累計額 △356,673 △1,456,933

工具、器具及び備品（純額） 232,262 295,705

土地 547,459 532,426

建設仮勘定 19,737 45,707

有形固定資産合計 4,869,231 5,535,090

無形固定資産   

のれん 118,813 151,079

その他 180,403 201,837

無形固定資産合計 299,216 352,917

投資その他の資産   

投資有価証券 786,089 685,930

繰延税金資産 18,218 15,383

その他 1,350,183 1,274,272

貸倒引当金 △52,068 △51,463

投資その他の資産合計 2,102,423 1,924,122

固定資産合計 7,270,872 7,812,130

資産合計 20,180,033 18,297,597
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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 4,939,019 3,933,680

短期借入金 1,706,005 1,766,350

1年内返済予定の長期借入金 834,520 817,004

1年内償還予定の社債 150,000 150,000

未払法人税等 34,529 49,231

繰延税金負債 562 442

賞与引当金 146,254 146,360

その他 836,864 990,125

流動負債合計 8,647,755 7,853,194

固定負債   

社債 515,000 590,000

長期借入金 2,072,106 1,310,086

繰延税金負債 97,088 56,659

再評価に係る繰延税金負債 5,300 5,300

退職給付引当金 616,455 598,047

役員退職慰労引当金 － 33,224

環境対策引当金 10,502 15,300

その他 202,274 60,810

固定負債合計 3,518,727 2,669,428

負債合計 12,166,482 10,522,623

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,137,754 3,137,754

資本剰余金 2,343,068 2,343,068

利益剰余金 3,105,596 3,088,644

自己株式 △155,092 △155,078

株主資本合計 8,431,326 8,414,388

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 137,028 75,271

土地再評価差額金 6,789 6,789

為替換算調整勘定 △702,004 △881,209

評価・換算差額等合計 △558,186 △799,148

新株予約権 35,951 30,234

少数株主持分 104,459 129,499

純資産合計 8,013,550 7,774,974

負債純資産合計 20,180,033 18,297,597
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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 20,108,380 15,387,548

売上原価 17,574,173 13,383,121

売上総利益 2,534,206 2,004,427

販売費及び一般管理費 2,135,445 1,897,096

営業利益 398,761 107,330

営業外収益   

受取利息 16,136 7,262

受取配当金 7,168 5,066

仕入割引 25,790 11,345

為替差益 － 31,792

その他 42,975 54,763

営業外収益合計 92,072 110,230

営業外費用   

支払利息 66,863 63,319

為替差損 52,476 －

その他 8,860 10,525

営業外費用合計 128,200 73,845

経常利益 362,633 143,716

特別利益   

固定資産売却益 3,075 5,238

新株予約権戻入益 231 422

貸倒引当金戻入額 － 4,176

その他 78 60

特別利益合計 3,384 9,897

特別損失   

固定資産処分損 267 2,996

投資有価証券評価損 － 3,144

貸倒引当金繰入額 13,353 －

その他 52 557

特別損失合計 13,673 6,698

税金等調整前四半期純利益 352,344 146,915

法人税、住民税及び事業税 57,001 36,052

法人税等調整額 76,486 △840

法人税等合計 133,488 35,211

少数株主利益 1,802 5,876

四半期純利益 217,054 105,827
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【第２四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

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 9,978,794 8,586,911

売上原価 8,753,195 7,389,785

売上総利益 1,225,598 1,197,125

販売費及び一般管理費 1,056,529 941,901

営業利益 169,069 255,224

営業外収益   

受取利息 7,494 3,555

受取配当金 2 687

仕入割引 13,175 5,986

その他 19,365 39,542

営業外収益合計 40,037 49,771

営業外費用   

支払利息 34,860 35,790

為替差損 33,663 40,795

その他 3,967 7,689

営業外費用合計 72,491 84,275

経常利益 136,615 220,720

特別利益   

固定資産売却益 1,864 875

新株予約権戻入益 156 233

貸倒引当金戻入額 － 4,176

その他 24 －

特別利益合計 2,044 5,286

特別損失   

固定資産処分損 6 2,884

投資有価証券評価損 － 3,144

その他 14 107

特別損失合計 20 6,136

税金等調整前四半期純利益 138,639 219,870

法人税、住民税及び事業税 28,297 18,427

法人税等調整額 29,766 △1,673

法人税等合計 58,063 16,754

少数株主利益 2,251 6,755

四半期純利益 78,324 196,360
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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 352,344 146,915

減価償却費 608,475 452,899

のれん償却額 － 16,889

貸倒引当金の増減額（△は減少） 13,344 △64,461

退職給付引当金の増減額（△は減少） 46,352 13,948

受取利息及び受取配当金 △23,305 △12,328

支払利息 66,863 63,319

為替差損益（△は益） 16,408 △8,604

有形固定資産処分損益（△は益） △2,807 △2,241

売上債権の増減額（△は増加） 494,764 △706,489

たな卸資産の増減額（△は増加） △148,191 162,577

仕入債務の増減額（△は減少） △369,224 929,435

その他の流動資産の増減額（△は増加） △81,724 △78,400

その他の流動負債の増減額（△は減少） 45,399 △47,720

その他 13,629 87,460

小計 1,032,327 953,199

利息及び配当金の受取額 19,618 18,504

利息の支払額 △68,916 △60,832

法人税等の支払額 △121,056 △51,910

営業活動によるキャッシュ・フロー 861,973 858,960

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 △21,482 △18,300

定期預金の払戻による収入 － 13,321

有形固定資産の取得による支出 △392,133 △183,199

有形固定資産の売却による収入 134,142 710,179

無形固定資産の取得による支出 △20,102 △56,616

無形固定資産の売却による収入 － 4,697

投資有価証券の取得による支出 △77,318 △1,712

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△214,150 －

子会社株式の取得による支出 － △20,266

貸付けによる支出 △25,623 △5,994

貸付金の回収による収入 2,782 1,325

その他の支出 △10,050 △12,417

その他の収入 5,799 41,428

投資活動によるキャッシュ・フロー △618,137 472,445
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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) 

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） － △60,000

長期借入れによる収入 800,000 1,250,000

長期借入金の返済による支出 △334,810 △487,834

社債の償還による支出 △15,000 △75,000

リース債務の返済による支出 △34,731 △134,994

自己株式の取得による支出 △56 △14

配当金の支払額 △176,514 △87,758

財務活動によるキャッシュ・フロー 238,887 404,398

現金及び現金同等物に係る換算差額 △160,882 67,105

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 321,840 1,802,910

現金及び現金同等物の期首残高 3,372,101 3,733,183

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,693,942 5,536,093
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該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記
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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) 
 

(注) １ 事業区分は売上集計区分によっております。 

２ 各事業の主要な製商品 

 
３ 当第２四半期連結会計期間において、当社が株式会社京都映工社及び株式会社エイコーカムを新たに連結子

会社といたしました。これにより、前連結会計年度末に比べ産業資材関連事業における資産の金額が

1,324,329千円増加しております。 

  

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) 
 

(注) １ 事業区分は売上集計区分によっております。 

２ 各事業の主要な製商品 

 
  

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

産業資材
プラスチック

成形品 その他事業 計 消  去 連 結

関連事業 関連事業 又は全社

(千円） (千円） (千円） (千円） (千円） (千円）

 売上高

 (1)外部顧客に対する売上高 12,941,391 6,337,384 829,604 20,108,380 ─ 20,108,380

 (2)セグメント間の内部売上高 
   又は振替高

177,576 12,935 20,920 211,432 (211,432) ─

計 13,118,967 6,350,320 850,524 20,319,813 (211,432) 20,108,380

 営業利益 91,705 288,799 28,536 409,042 (10,280) 398,761

(1) 産業資材関連事業：電子材料・部品、電子機器・システム、電子制御機器・システム、磁性材料

(2) プラスチック成形品関連事業：精密プラスチック成形部品、プラスチックマグネット、 

                アッセンブル機能ユニット、射出成形用精密金型

(3) その他事業：ICカード、カーゴトラック機器，コンポジット材料

産業資材
プラスチック

成形品 その他事業 計 消  去 連 結

関連事業 関連事業 又は全社

(千円） (千円） (千円） (千円） (千円） (千円）

 売上高

 (1)外部顧客に対する売上高 9,750,983 4,919,734 716,829 15,387,548 ─ 15,387,548

 (2)セグメント間の内部売上高 
    又は振替高

133,929 4,972 23,511 162,413 (162,413) ─

計 9,884,912 4,924,707 740,341 15,549,961 (162,413) 15,387,548

  営業利益 51,079 39,084 13,710 103,875 3,455 107,330

(1) 産業資材関連事業：電子材料・部品、電子機器・システム、電子制御機器・システム、磁性材料

(2) プラスチック成形品関連事業：精密プラスチック成形部品、プラスチックマグネット、 

                アッセンブル機能ユニット、射出成形用精密金型

(3) その他事業：ICカード、カーゴトラック機器，コンポジット材料
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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) 

  
 

(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 各区分に属する主な国又は地域 

東南アジア……タイ・マレーシア・ベトナム・中華人民共和国・シンガポール・台湾 

  

  

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) 

  
 

(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) 各区分に属する主な国又は地域 

東南アジア……タイ・マレーシア・ベトナム・フィリピン・中華人民共和国・シンガポール・台湾 

  

  

【所在地別セグメント情報】

日本 
(千円)

東南アジア  
(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

15,161,940 4,946,440 20,108,380 ─ 20,108,380

 (2) セグメント間の内部
   売上高又は振替高

420,822 52,798 473,621 (473,621) ─

計 15,582,763 4,999,239 20,582,002 (473,621) 20,108,380

営業利益 219,538 173,314 392,853 5,908 398,761

日本 
(千円)

東南アジア  
(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

11,757,753 3,629,794 15,387,548 ─ 15,387,548

 (2) セグメント間の内部
   売上高又は振替高

422,943 90,582 513,525 (513,525) ─

計 12,180,697 3,720,376 15,901,074 (513,525) 15,387,548

営業利益 93,191 14,988 108,180 (849) 107,330
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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) 

  

 
(注) １ 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。 

２ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(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) 各区分に属する主な国又は地域 

東南アジア………タイ・マレーシア・フィリピン・インドネシア・ベトナム・シンガポール・ 

中華人民共和国・台湾・大韓民国 

その他の地域……アメリカ 

  

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) 

  

 
(注) １ 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。 

２ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(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) 各区分に属する主な国又は地域 

東南アジア………タイ・マレーシア・フィリピン・インドネシア・ベトナム・シンガポール・ 

中華人民共和国・台湾・大韓民国 

その他の地域……アメリカ 

  

【海外売上高】

東南アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 5,054,341 7,849 5,062,190

Ⅱ 連結売上高(千円) 20,108,380

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

25.1 0.1 25.2

東南アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 4,190,519 5,874 4,196,394

Ⅱ 連結売上高(千円) 15,387,548

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

27.2 0.1 27.3
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

(7) 重要な後発事象
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