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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 2,650 △35.8 △121 ― △107 ― △142 ―

21年3月期第2四半期 4,127 19.2 △186 ― △95 ― △153 ―

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 △8.34 ―

21年3月期第2四半期 △17.10 ―

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 3,163 1,308 41.3 50.61
21年3月期 2,981 1,147 38.5 127.45

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  1,305百万円 21年3月期  1,147百万円

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

22年3月期 ― ―

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  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 5,002 △24.5 6 ― △23 ― △73 ― △2.83



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20日に開示いたしました、平成22年３月期の連結業績予想は、本資料において修正しております。 
２．上記の業績予想は、現在入手可能な情報により当社が合理的に判断した予想であり、実際の業績は様々な要因により変動いたしますのでご承知おき
下さい。予想前提条件その他の関連する事項については、４ページ「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 25,818,467株 21年3月期  9,020,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  17,436株 21年3月期  15,768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 17,090,982株 21年3月期第2四半期 9,006,368株



 当第２四半期連結累計期間における当連結グループを取り巻く経営環境は、昨年来の世界的な景気停滞のなか、海

外経済の改善などの影響により国内景気にも部分的に持ち直しが見られるものの、為替が円高で推移する等により企

業における厳しい収益環境や所得環境が継続しており、とりわけ雇用情勢が不安定なため個人消費は一段と厳しい状

況が継続しております。 

 このような状況において、当連結グループは赤字体質から「黒字体質への転換」を図るために前期に引き続いて事

業構造の再構築を行い、海外生産拠点の見直しとしてマレーシア生産現法の閉鎖、中国生産現法の縮小及び国内にお

いて希望退職者の募集等を行い、経営改革の断行を継続的に行っており、売上高におきましては前年同期に比して大

幅に減少したものの、変動費及び固定費の圧縮に努めて営業損失におきましては、前年同期に比して改善しておりま

す。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間は、売上高26億50百万円（前年同四半期比35.8％減）、営業損失１億21百万

円（前年同四半期は、営業損失１億86百万円）、経常損失１億７百万円（前年同四半期は、経常損失95百万円）、四

半期純損失１億42百万円（前年同四半期は、四半期純損失１億53百万円）となりました。  

 また、当連結グループは縮小傾向のなか、平成21年10月に業容の拡大及び収益の確保を図るため、株式会社ハリー

ズに資本参加を行い連結対象子会社としております。 

  

 事業部門別の業績は次のとおりであります。 

 高周波部品事業は、売上高２億66百万円（前年同四半期比57.0％減）、生産高２億43百万円（同65.0％減）、受

注残高54百万円となりました。機構部品事業は、売上高20億67百万円（同28.3％減）、生産高20億71百万円（同

28.4％減）、受注残高７億35百万円となりました。プレス部品事業は、売上高３億16百万円（同49.4％減）、生産

高３億47百万円（同62.0％減）、受注残高30百万円となりました。 

  

 所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。 

 所在地別セグメントの業績では、日本においては、売上高14億90百万円（前年同四半期比36.5％減）、営業利益

１億15百万円（同0.7％減）となりました。東南アジアにおいては、売上高５億78百万円（同47.0％減）、営業損

失１億44百万円（前年同四半期は営業利益18百万円）となりました。東アジアにおいては、売上高５億80百万円

（前年同四半期比15.7％減）、営業利益85百万円（前年同四半期は営業損失65百万円）となりました。 

  

（１）資産、負債及び純資産の状況 

（流動資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における流動資産残高は23億82百万円となり、前連結会計年度末と比較して２億16

百万円の増加となりました。これは主に売掛金の増加、新株予約権が行使されたことによる現預金が増加したこと

によります。 

（固定資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における固定資産残高は７億80百万円となり、前連結会計年度末と比較して34百万

円の減少となりました。これは主にマレーシア子会社が閉鎖に伴って資産を処分したことによります。 

（流動負債） 

 当第２四半期連結会計期間末における流動負債残高は11億32百万円となり、前連結会計年度末と比較して１億62

百万円の減少となりました。これは主に短期借入金の返済と新株予約権付社債が行使されることによって償還され

たことによります。 

（固定負債） 

 当第２四半期連結会計期間末における固定負債残高は７億21百万円となり、前連結会計年度末と比較して１億83

百万円の増加となりました。これは主に借入金による資金調達をしたことによります。 

（純資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産残高は13億８百万円となり、前連結会計年度末と比較して１億61百

万円の増加となりました。これは主に新株発行と新株予約権の行使に伴う資本金の増加によります。 

  

（２）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」という。）の残高は６億42百万円と

なりました。 

  

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。  

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



（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、営業活動によるキャッシュ・フローは、65百万円の減少（前年同四半

期は１億28百万円の減少）となりました。これは主に売上債権の増加と、マレーシア子会社の閉鎖準備に伴っ

た従業員解雇のための退職金を支払ったことによります。 

（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、投資活動によるキャッシュ・フローは、１百万円の増加（前年同四半

期は１億62百万円の減少）となりました。これは主に固定資産の取得による支出をマレーシア子会社の閉鎖準

備に伴う固定資産の売却による収入により一部相殺されたこと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、財務活動によるキャッシュ・フローは、２億68百万円の増加（前年同

四半期比76.6％増）となりました。これは主に長期借入金での資金調達をしたこと及び株式の発行によるもの

であります。 

  

 近の業績動向を踏まえ平成22年３月期の連結業績予想を修正しております。詳細は、本日別途開示する「業績予

想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。  

  

 該当事項はありません。  

  

① 棚卸資産の評価方法 

 当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高

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。 

② 固定資産の減価償却費の算定方法 

 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。 

③ 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する方法によっ

ております。 

 また、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、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する方法によっております。  

  

 該当事項はありません。  

  

 当連結グループは、過年度から続いている営業損失および営業キャッシュ・フローのマイナスと赤字体質から

の脱却には至っておらず、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、平成22年３月

期第１四半期まで「継続企業の前提に関する注記」を記載しておりました。 

 当連結グループは、「経営再建計画」を着実に実行し、当第２四半期連結累計期間においては、売上高が前年

同期比で35.8％の減収でありながら営業損失は前年同期比35.2％の改善となり、現体制に移行してから以前に増

して実行及び準備してきた施策の効果が出てきており、当第３四半期以降には確実なものになると思われます。

しかしながら、当第２四半期連結累計期間も依然として１億21百万円の営業損失の計上及び営業活動によるキャ

ッシュ・フローがマイナスであることから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在してお

ります。 

 当連結グループは、当該重要事象等を解消するための「経営再建計画」の内容として生産活動、販売活動、管

理面において構造改革のための施策を徹底して継続実行することで、平成22年３月期の事業継続に関し、経営状

態並びに資金繰りに対する不確実性が解消されたものと判断し、「継続企業の前提に関する注記」を記載してお

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

（４）継続企業の前提に関する重要事象等



（生産活動） 

 生産拠点の見直しと再編成、 適地生産、内製・現調化、一貫生産体制の構築を行い、適正人員配置による事

業構造の変革を進めており、マレーシア生産現地法人の閉鎖等を含めた海外生産拠点の統廃合を進めると共に、

新潟事業所の物流部門と本社の生産部門、品質保証部門、開発部門を京浜地区に統合することで効率化し、それ

に伴って新潟事業所を閉鎖することにより国内生産は福島工場のみとなり生産性の効率化が計られます。それに

伴う人員削減計画も合わせて実施しており、製造原価の大幅なコスト低減を実現するための施策を実施しており

ます。 

（販売活動） 

 デジタルコネクタ及び精密プレス製品の開発・販売強化と新製品の市場への投入、マーケティングの強化を図

ると共に人材の見直しを図っております。 

（管理面） 

 業務の見直しによる組織のスリム化、グループ間における商流の変更と仕切価格の適正化、報酬・給与の減額

継続と希望退職を実行いたしました。 

（資金面） 

 これらの構造改革資金及び運転資金を確保するために、平成21年３月に第１回無担保転換社債型新株予約権付

社債（ＭＳＣＢ）の発行、平成21年６月に第三者割当増資（借入金返済資金）及び新株予約権による資金調達を

行い、更に平成21年６月は信用保証協会枠による金融機関から２億円の長期資金の調達を行っております。 

 また、平成21年６月及び７月に第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（ＭＳＣＢ）を、後の業務提携を前

提として、信頼のおける事業会社及びその関係の方々に社債権者から譲渡することを承認しました。更に平成21

年９月19日に償還期限を迎えましたが、平成21年９月18日開催の取締役会において、償還期限および行使期限を

平成22年９月19日まで延長する決議を行い、平成21年10月30日開催の臨時株主総会において行使期限の延長を特

別決議として上程し株主の承認を頂いております。 

（事業面） 

 平成21年10月６日に従来のコネクター事業だけではなく将来の事業拡大を目指して、消費財製造装置及びその

消費財を販売している株式会社ハリーズを子会社化いたしました。 

 株式会社ハリーズは目先非常に厳しい環境下にありますが、同社の所有する制御技術を基本に開発されました

硝子研磨装置は、タッチパネル化が進む現環境下で高く評価されております。 

 今後も当連結グループ一丸となり「経営再建計画」を遂行することにより、経営の安定化と黒字化を実現いた

します。また、以上の項目を確実に実行するための資金として、新株予約権の行使を含めたスポンサーとの資金

交渉も順調に進んでおり、新株予約権につきましては、当社が譲渡承認をした事業投資家から当月中に行使をす

る確約を頂きました。 

  

  



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 646,065 534,028

受取手形及び売掛金 880,209 737,983

商品及び製品 338,602 292,419

仕掛品 95,699 171,839

原材料及び貯蔵品 301,680 298,268

その他 126,487 137,015

貸倒引当金 △5,769 △4,884

流動資産合計 2,382,976 2,166,671

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 75,307 149,927

機械装置及び運搬具（純額） 79,104 80,358

工具、器具及び備品（純額） 198,864 182,012

土地 289,963 289,351

建設仮勘定 40,568 17,280

有形固定資産合計 683,807 718,930

無形固定資産 12,390 15,803

投資その他の資産   

投資有価証券 10,795 7,709

その他 73,223 72,141

投資その他の資産合計 84,018 79,850

固定資産合計 780,216 814,584

資産合計 3,163,192 2,981,255

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 730,872 609,615

短期借入金 20,004 157,963

転換社債型新株予約権付社債 87,000 150,000

未払法人税等 6,794 8,523

事業構造改善引当金 82,950 155,180

その他 205,170 214,218

流動負債合計 1,132,791 1,295,501

固定負債   

長期借入金 174,995 －

繰延税金負債 18,587 18,587

退職給付引当金 311,941 300,655

役員退職慰労引当金 215,118 215,118

その他 815 3,825



（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) 

固定負債合計 721,459 538,187

負債合計 1,854,250 1,833,689

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,161,440 1,010,000

資本剰余金 949,032 797,592

利益剰余金 △679,864 △537,291

自己株式 △3,361 △3,309

株主資本合計 1,427,245 1,266,990

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 74 △2,271

為替換算調整勘定 △121,497 △117,152

評価・換算差額等合計 △121,422 △119,423

新株予約権 3,120 －

純資産合計 1,308,942 1,147,566

負債純資産合計 3,163,192 2,981,255



（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 4,127,475 2,650,227

売上原価 3,471,041 2,182,516

売上総利益 656,433 467,710

販売費及び一般管理費 843,308 588,776

営業損失（△） △186,874 △121,065

営業外収益   

受取利息 2,283 525

受取配当金 311 185

受取賃貸料 5,446 4,831

為替差益 90,079 －

助成金収入 － 21,720

その他 7,287 6,836

営業外収益合計 105,407 34,098

営業外費用   

支払利息 8,748 7,484

為替差損 － 11,237

その他 5,711 2,072

営業外費用合計 14,459 20,794

経常損失（△） △95,926 △107,761

特別利益   

前期損益修正益 87,845 774

固定資産売却益 3,945 11,184

役員退職慰労引当金戻入額 26,850 －

賞与引当金戻入額 16,559 －

保険差益 1,625 －

特別利益合計 136,826 11,959

特別損失   

前期損益修正損 － 13,783

固定資産除売却損 4,372 156

事業構造改善引当金繰入額 140,000 －

特別退職金 16,634 1,733

貸倒損失 7,688 －

特別損失合計 168,694 15,672

税金等調整前四半期純損失（△） △127,795 △111,474

法人税、住民税及び事業税 17,217 15,142

過年度法人税等 － 15,956

法人税等調整額 8,969 －

法人税等合計 26,187 31,098

四半期純損失（△） △153,982 △142,572



（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損失（△） △127,795 △111,474

減価償却費 132,750 69,650

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,282 9,799

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △26,850 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △17,021 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6,180 1,482

受取利息及び受取配当金 △2,594 △710

支払利息 8,748 7,484

助成金収入 － △21,720

為替差損益（△は益） 10,740 7,884

固定資産売却損益（△は益） 426 △11,028

保険解約損益（△は益） △1,625 －

前期損益修正損益（△は益） △87,845 13,008

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） 140,000 △73,228

売上債権の増減額（△は増加） △142,144 △182,692

たな卸資産の増減額（△は増加） △133,224 27,691

仕入債務の増減額（△は減少） 109,395 163,377

未払又は未収消費税等の増減額 3,525 16,137

その他 △4,005 20,077

小計 △133,624 △64,261

利息及び配当金の受取額 2,594 556

利息の支払額 △6,808 △12,519

法人税等の支払額 △27,637 △19,352

法人税等の還付額 36,689 24,511

過年度法人税等の支払額 － △15,956

助成金の受取額 － 21,720

営業活動によるキャッシュ・フロー △128,786 △65,301

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 － △24,987

定期預金の払戻による収入 － 79,456

有形固定資産の取得による支出 △170,941 △106,416

有形固定資産の売却による収入 6,825 99,772

投資有価証券の取得による支出 △932 △739

無形固定資産の取得による支出 △6,986 △129

長期前払費用の取得による支出 △1,250 △6,930

保険積立金の解約による収入 22,106 －

差入保証金の差入による支出 △10,887 －

差入保証金の回収による収入 － 1,867

貸付けによる支出 － △40,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △162,067 1,893



（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） 165,304 △158,704

長期借入れによる収入 － 200,000

長期借入金の返済による支出 △12,304 △5,001

リース債務の返済による支出 － △10,382

株式の発行による収入 － 238,000

新株予約権の発行による収入 － 5,000

自己株式の取得による支出 △210 △52

配当金の支払額 △508 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 152,281 268,860

現金及び現金同等物に係る換算差額 15,596 △38,773

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △122,974 166,679

現金及び現金同等物の期首残高 882,619 476,028

現金及び現金同等物の四半期末残高 759,644 642,707



 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、当連結グループは、映像機器・音響機器等に使用

される電子機器用部品の製造販売事業の売上高、営業利益の金額が、全セグメントの売上高合計及び営業利益の

合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、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。 

  

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） 

 （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とおりであります。 

(1）東南アジア………マレーシア、シンガポール、インドネシア 

(2）東アジア…………香港、中国 

(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

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（千円） 
東南アジア
（千円） 

東アジア
（千円） 

北米
（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 
 2,345,192  1,093,046  689,236  －  4,127,475  －  4,127,475

(2）セグメント間

の内部売上高 
 998,533  1,029,513  846,183  －  2,874,230 ( )2,874,230  －

計  3,343,725  2,122,559  1,535,420  －  7,001,706 ( )2,874,230  4,127,475

営業利益又は営

業損失（△） 
 116,732  18,701  △65,238  △328  69,867 ( )256,741  △186,874

  
日本 

（千円） 
東南アジア
（千円） 

東アジア
（千円） 

北米
（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 
 1,490,343  578,952  580,931  －  2,650,227  －  2,650,227

(2）セグメント間

の内部売上高 
 812,099  722,186  519,881  －  2,054,166 ( )2,054,166  －

計  2,302,442  1,301,139  1,100,812  －  4,704,394 ( )2,054,166  2,650,227

営業利益又は営

業損失（△） 
 115,956  △144,933  85,621  △22  56,622 ( )177,688  △121,065



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） 

 （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とおりであります。 

(1）東南アジア………マレーシア、シンガポール、インドネシア等 

(2）東アジア…………香港、韓国、台湾、中国等 

(3）北米………………米国 

(4）その他の地域……英国、メキシコ、ブラジル、フランス等 

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。 

４．前第２四半期連結累計期間において「北米」は「その他の地域」に含めておりましたが、当第２四半期連結

累計期間において、当該地域の売上高の金額が、連結売上高の金額の10％を超えたため区分掲記しておりま

す。なお、前第２四半期連結累計期間の「北米」は405,811千円（9.8％）であります。 

  

 当社は、当第２四半期連結累計期間において、第１回無担保転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約

権の一部行使により資本金及び資本準備金がそれぞれ31,500千円増加し、第１回新株予約権の行使により資本金

及び資本準備金がそれぞれ47,940千円増加し、また、平成21年６月15日付で、カタリスト株式会社から第三者割

当増資の払込みを受け資本金及び資本準備金がそれぞれ72,000千円増加しております。その結果、当第２四半期

連結会計期間末において資本金が1,161,440千円、資本準備金が949,032千円となっております。 

  

 該当事項はありません。  

  

  

〔海外売上高〕

項目 東南アジア 東アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  744,284  1,116,374  603,614  2,464,273

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  4,127,475

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 18.0  27.1  14.6  59.7

項目 東南アジア 東アジア 北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  504,453  802,778  310,478  81,453  1,699,163

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  －  2,650,227

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 19.0  30.3  11.7  3.1  64.1

（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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