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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 312,000 △13.4 3,747 △55.6 4,277 △43.2 △619 ―

21年3月期第3四半期 360,427 ― 8,447 ― 7,527 ― △10,239 ―

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3四半期 △1.79 ―

21年3月期第3四半期 △29.56 ―

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3四半期 372,855 183,600 48.0 516.89
21年3月期 388,645 184,893 46.4 520.36

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  179,024百万円 21年3月期  180,242百万円

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 ― 5.00 ― 5.00 10.00
22年3月期 ― 5.00 ―

22年3月期 
（予想）

5.00 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 415,000 △10.7 5,500 △16.2 6,000 1.1 0 ― 0.00



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【定性的情報・財務諸表等】４．その他（５ページ）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） 

（注）詳細は【定性的情報・財務諸表等】４．その他（５ページ）をご覧ください。 

(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．業績予想につきましては、平成21年10月30日に公表しました内容から変更しております。詳細につきましては平成22年1月29日付の「業績予想の修正
に関するお知らせ」をご参照ください。 
 
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条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につい
ては、【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（４ページ）をご覧ください。 
 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

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3四半期 371,662,595株 21年3月期  371,662,595株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  25,312,755株 21年3月期  25,280,760株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 346,364,998株 21年3月期第3四半期 346,446,974株



 当第３四半期累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31日まで）におけるわが国の経済は、足元ではアジア

向けを中心とした輸出や生産に持ち直しの動きが見られ、企業収益の大幅な減少に多少の底打ち感は出てきているも

のの、雇用・所得環境の悪化傾向が続くなど、景気は依然として厳しい状況で推移しました。 

 国内住宅設備業界につきましては、住宅ローン減税の拡大など景気対策の効果が期待されましたが、雇用情勢が改

善されない影響などにより、個人消費の自律回復力が弱く、新設住宅着工戸数は前年を大きく下回り、増改築需要も

依然として低迷を続けるなど、きわめて厳しい事業環境となりました。 

 この様な事業環境の中、当社グループは、昨年７月に発表した長期ビジョン「ＴＯＴＯ Ｖプラン ２０１７」に

基づき「真のグローバル企業」を目指して、国内では全国ショールームに加え工場やアフターサービスの現場などあ

らゆるお客様との接点を活用した「全社一丸リモデル創出活動」を推進するとともに、事業再編による抜本的なコス

ト構造改革に取り組みました。また、海外では、中国、米国、欧州およびアジア・オセアニア地域での事業基盤強化

を推進しました。 

 これらの結果、当第３四半期累計期間の業績は、連結売上高に関しては３,１２０億円（前年同四半期比１３．

４％減）となりました。一方、利益面では、生産体制見直しによる在庫削減やコスト低減活動および業務の効率化に

よる経費削減を強力に推進するとともに、一時帰休や役員報酬、管理職給与の減額などの継続的な取り組みにより、

連結営業利益は３７億４千７百万円（前年同四半期比５５．６％減）、連結経常利益は４２億７千７百万円（前年同

四半期比４３．２％減）となりました。連結四半期純損失は、事業再編費用１３億２千８百万円等を特別損失として

計上したことにより、６億１千９百万円（前年同四半期は四半期純損失１０２億３千９百万円）となりました。 

 なお、足元の当第３四半期会計期間では、営業利益および経常利益とも増益となり順調に回復へ向かっておりま

す。  

  

（セグメント別の状況） 

 当第３四半期連結累計期間におけるセグメント別の状況は次のとおりです。 

                                                                                      （単位：億円） 

 第１四半期連結会計期間から配賦基準を見直しております。前第３四半期連結累計期間におけるセグメントを本年

の配賦基準に置き換えた場合の影響額は次のとおりです。 

                                                                      （単位：億円） 

【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

  建築用設備機器   

その他 計 
消去又 

は全社 
連結 

  レストルーム
バス・キッチン 

・洗面 
その他 計 

（売上高）                 

 平成21年３月期 

 第３四半期 
 1,558  1,782  171  3,512  156  3,669  (65)  3,604

 平成22年３月期 

 第３四半期 
 1,361  1,532  175  3,070  102  3,173  (53)  3,120

＜増減率＞ △12.6% △14.0% 2.5% △12.6% △34.5% △13.5%   △13.4% 

（営業損益）                 

 平成21年３月期 

 第３四半期 
 184  4  △7  180  4  184  (100)  84

 平成22年３月期 

 第３四半期 
 140  14  △4  151  △15  136  (98)  37

＜増減率＞ △23.4% 261.2% - △16.0% - △26.1%   △55.6%  

  建築用設備機器       

  レストルーム
バス・キッチン 

・洗面 
その他 計 その他 計 

（営業損益）             

 平成21年３月期 

 第３四半期 旧基準 
 194  △9  △5  179  4  184

 平成21年３月期 

 第３四半期 新基準 
 184  4  △7  180  4  184

＜増減率＞ △5.5% - - 0.2% △8.8% - 



（１）建築用設備機器 

＜レストルーム商品＞ 

 レストルーム商品では、世界初の洗浄技術「ハイブリッドエコロジーシステム」をさらに進化させ、国内最少の

４．８Ｌ洗浄を可能にしたウォシュレット一体形高級便器のタンクレストイレ、新「ネオレストハイブリッドシリー

ズ」（昨年８月発売）が、特に「節水」「デザイン」「お掃除のしやすさ」に高い評価をいただき、順調に売上を伸

ばしています。また、世界初のタンクレストイレとして１９９３年に発売を開始したこの「ウォシュレット一体形高

級便器 ネオレスト」は、財団法人日本産業デザイン振興会が主催する２００９年度グッドデザイン賞において、長

く支持され愛用されているデザインを評価する「グッドデザイン・ロングライフデザイン賞」を受賞しました。 

 その他の商品では、便座を使用しない時の無駄な放熱を抑え、大幅な省エネを実現した温水洗浄便座「アプリコッ

ト」（昨年２月発売）を含め、より快適で地球環境にやさしいトイレ空間を積極的に提案し、リモデル需要の掘り起

こしを推進しましたが、新築売上の減少に加え、リモデル売上も低迷が続いたことにより、レストルーム商品の売上

高は前年同四半期比１２．６％減の１,３６１億７千９百万円となりました。 

  

＜バス・キッチン・洗面商品＞ 

 戸建住宅向けシステムバスルームでは、オンリーワン技術であるソフトカラリ床を標準搭載した最高級ブランド

「スプリノ」と、基本性能を充実させた新シリーズ「サザナ」にサイズバリエーション・オプション類を拡充し、積

極的な商品価値訴求・提案活動を展開しました。 

 また、昨年２月に発売しましたマンションリモデル向けリモデルバスルーム「スプリノＷＡシリーズ」「もっとひ

ろがるＷＢシリーズ」はリモデル需要が低調な中で、堅調に推移しております。 

 システムキッチンでは、卓越したデザイン性と豊富な品揃えを誇る高級システムキッチン「キュイジア」を核に、

機能性と清掃性を追求した「レガセス」、お求めやすさを追求した「スタイルＦ」など、多様化するお客様のライフ

スタイルに合わせた商品力強化を図り、全国のショールームを基点とした提案力強化によるリモデル需要獲得に取り

組みました。 

 洗面空間では、収納性と清掃性に配慮した洗面化粧台「オクターブ」（昨年２月発売）が、市場から非常に高い評

価をいただき、発売以来順調に売上を伸ばしています。 

 このような商品を中心として販売促進活動を展開しましたが、住宅着工戸数の低迷による新築関連売上の減少を挽

回するまでにはいたらず、バス・キッチン・洗面商品の売上高は前年同四半期比１４．０％減の１,５３２億８千９

百万円となりました。 

  

＜その他商品＞ 

 福祉機器商品が堅調に推移したことにより、売上高は前年同四半期比２．５％増の１７５億９千３百万円となりま

した。 

  

（２）その他 

 静電チャック、光フェルール、大型精密セラミック部品などのニューセラミック製品が低迷したことにより、売上

高は前年同四半期比３４．５％減の１０２億８千３百万円となりました。 

  

 総資産は、前連結会計年度末に比べ、１５７億９千万円減少いたしました。主な内容は、受取手形及び売掛金の減

少４３億５千９百万円、商品及び製品の減少６７億５千万円であります。 

 また、負債は、前連結会計年度末に比べ、１４４億９千６百万円減少いたしました。主な内容は、支払手形及び買

掛金の減少５５億１百万円、短期借入金の減少１０１億５千万円であります。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 キャッシュ・フローにつきましては、現金及び現金同等物の第３四半期末残高が、前連結会計年度末の４３８億６

千５百万円に比べ、１２億１百万円減少し、４２６億６千４百万円となりました。この主な内訳は、営業活動による

キャッシュ・フローが１９１億７千８百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが１０９億１百万円の支

出、財務活動によるキャッシュ・フローが９２億８千９百万円の支出であります。 

  

  

  

 平成22年３月期通期連結業績予想につきましては、新築関連売上、リモデル（増改築）関連売上は想定以上に減少

しましたが、コストダウン、販売費・一般管理費の削減、営業外損益の向上などにより、売上高の減少を挽回し、営

業利益、経常利益、当期純利益ともに平成21年10月30日に公表した通期連結業績予想を上回る見込みとなりましたた

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



め、業績予想を下記の通り修正いたします。 

  

（通期）  

                                            （単位：百万円）

  

 当社グループは、昨年７月に、２０１７年（創立１００周年）に向け、国内・海外および新領域事業を柱とする長

期ビジョン「ＴＯＴＯ Ｖプラン ２０１７」を策定し、「真のグローバル企業」を目指してグループを挙げて取り

組みを開始しました。今後はこの長期ビジョン実現に向け、国内住設事業につきましては、当社独自の環境配慮型商

品の普及促進などにより、リモデル戦略をさらに加速させるとともに、生産面では、大分工場の水栓金具生産ライン

の一部を小倉第二工場へ集約するなど、生産体制を抜本的に見直すことによるコスト構造改革を強力に推進します。

 海外事業につきましては、超節水・高洗浄便器やウォシュレットなどの生活文化を徹底訴求するとともに、グロー

バル・オペレーションによる体質強化を図るため、海外生産工場の増設や、Ｍ＆Ａも視野にいれた新会社設立などを

積極的に推進します。 

 また、新領域事業については、光触媒を用いた空気浄化技術や固体酸化物形燃料電池（ＳＯＦＣ）発電ユニットな

ど、今後成長が期待される分野の事業展開を加速させる一方、生活用品事業を本年３月末をもって撤退するなど選択

と集中を推進し、ハイドロテクト、燃料電池、セラミックスの３事業の強化を図ります。 

 さらに、これら３つの事業分野の成長を支えるために、ガバナンス体制の更なる強化に加え、グループ内の情報通

信体制を抜本的に見直し、システム開発・運用機能をアウトソーシングするなどグループ全体の基盤整備を着実に進

めてまいります。 

  

  

該当事項はありません。  

  

  

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計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、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

②棚卸資産の評価方法 

 当第３四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しております。 

③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しておりま

す。 

④経過勘定項目の算定方法 

 合理的な算定方法による概算額で計上しております。 

⑤法人税等並びに繰延税金資産及び負債の算定方法 

 法人税等の納付額の算定に関しては、加味する加減算項目等を重要なものに限定しております。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、一時差異の発生状況等について前連結会計年度末から著しい変

化がないと認められるため、前連結会計年度末において使用した将来の業績予測及びタックス・プランニングを

利用しております。 

  

  

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 前回発表予想（Ａ）  418,000  5,000  4,000  △1,000

 今回修正予想（Ｂ）  415,000  5,500  6,000  0

 増減額（Ｂ－Ａ）  △3,000  500  2,000  1,000

 増減率（％）  △0.7  10.0  50.0  －

（ご参考）前期実績 

（平成21年３月期） 
 464,505  6,566  5,936  △26,261

（ご参考）前期比増減率（％）  △10.7  △16.2  1.1  －

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



（完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更） 

 請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関す

る会計基準」(企業会計基準第15号 平成19年12月27日)及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」(企業会計

基準適用指針第18号 平成19年12月27日)を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連結会計期間に着手

した工事契約から、当第３四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事につい

ては工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。 

 これによる売上高及び損益に与える影響は軽微であります。 

  

（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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 35,799 35,251

受取手形及び売掛金 68,286 72,645

有価証券 9,000 11,000

商品及び製品 26,903 33,653

仕掛品 11,774 10,264

原材料及び貯蔵品 10,356 12,004

その他 12,565 13,511

貸倒引当金 △571 △641

流動資産合計 174,115 187,689

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 52,909 55,186

土地 39,414 39,533

その他（純額） 34,628 38,447

有形固定資産合計 126,953 133,168

無形固定資産   

のれん 452 557

その他 12,540 12,761

無形固定資産合計 12,993 13,319

投資その他の資産   

投資有価証券 32,654 28,787

その他 27,473 26,327

貸倒引当金 △1,334 △646

投資その他の資産合計 58,792 54,468

固定資産合計 198,739 200,955

資産合計 372,855 388,645



（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 46,283 51,784

短期借入金 39,688 49,838

未払法人税等 1,185 1,782

製品点検補修引当金 275 1,089

事業再編引当金 719 －

その他 50,065 42,293

流動負債合計 138,218 146,789

固定負債   

社債 10,000 10,000

長期借入金 39 5,051

退職給付引当金 39,323 40,369

その他 1,673 1,541

固定負債合計 51,036 56,962

負債合計 189,255 203,751

純資産の部   

株主資本   

資本金 35,579 35,579

資本剰余金 29,504 29,504

利益剰余金 140,238 144,322

自己株式 △14,475 △14,456

株主資本合計 190,846 194,950

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,395 △5,006

繰延ヘッジ損益 20 －

為替換算調整勘定 △9,446 △9,701

評価・換算差額等合計 △11,822 △14,707

新株予約権 300 221

少数株主持分 4,275 4,429

純資産合計 183,600 184,893

負債純資産合計 372,855 388,645



(2)四半期連結損益計算書 
 (第３四半期連結累計期間) 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 360,427 312,000

売上原価 240,149 203,566

売上総利益 120,278 108,434

販売費及び一般管理費 111,830 104,686

営業利益 8,447 3,747

営業外収益   

受取利息 563 346

受取配当金 592 462

持分法による投資利益 801 956

その他 965 1,062

営業外収益合計 2,922 2,828

営業外費用   

支払利息 738 571

売上割引 946 670

為替差損 989 414

その他 1,168 641

営業外費用合計 3,842 2,298

経常利益 7,527 4,277

特別利益   

土地等売却益 1,524 42

投資有価証券売却益 21 197

特別利益合計 1,546 240

特別損失   

土地等売却損 0 －

投資有価証券売却損 － 5

有価証券評価損 66 325

会員権評価損 16 108

たな卸資産評価損 4,586 －

減損損失 924 13

事業再編費用 － 1,328

製品点検補修損失 2,090 －

特別損失合計 7,684 1,781

税金等調整前四半期純利益 1,389 2,736

法人税、住民税及び事業税 2,881 2,431

法人税等調整額 8,099 438

法人税等合計 10,980 2,870

少数株主利益 647 486

四半期純損失（△） △10,239 △619



(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 1,389 2,736

減価償却費 16,726 15,670

減損損失 924 13

有価証券評価損益（△は益） 66 325

会員権評価損 16 108

たな卸資産評価損 4,586 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 52 619

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △68 －

製品点検補修引当金の増減額（△は減少） 416 △814

事業再編引当金の増減額（△は減少） － 719

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,271 △1,049

受取利息及び受取配当金 △1,155 △808

支払利息 738 571

投資有価証券売却損益（△は益） △21 △192

土地売却損益（△は益） △1,523 △42

固定資産除却損 472 362

売上債権の増減額（△は増加） 5,903 3,195

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,810 6,910

仕入債務の増減額（△は減少） △1,471 △5,494

その他 △5,528 △963

小計 15,441 21,868

利息及び配当金の受取額 1,850 995

利息の支払額 △719 △606

法人税等の支払額 △3,299 △3,078

営業活動によるキャッシュ・フロー 13,273 19,178

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 △1,105 △2,490

定期預金の払戻による収入 61 2,760

短期貸付金の増減額（△は増加） 4 △218

有形固定資産の取得による支出 △11,997 △7,688

有形固定資産の売却による収入 5,525 185

無形固定資産の取得による支出 △3,081 △2,929

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △1,812 △1,220

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による
収入

30 623

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

385 －

長期貸付けによる支出 △14 △14

長期貸付金の回収による収入 79 62

その他 129 28

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,797 △10,901



（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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） 7,968 △15,105

コマーシャル・ペーパーの発行による収入 35,000 15,000

コマーシャル・ペーパーの償還による支出 △45,000 △5,000

長期借入金の返済による支出 △116 △15

配当金の支払額 △4,158 △3,464

自己株式の取得による支出 △360 △25

その他 △464 △678

財務活動によるキャッシュ・フロー △7,130 △9,289

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,239 △188

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △6,892 △1,201

現金及び現金同等物の期首残高 43,674 43,865

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 502 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 37,284 42,664



該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

（単位：百万円） 

 （注）１．国又は地域は、事業活動の相互関連性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。 

北中米 … 米国、メキシコ等 

その他 … 台湾、マレーシア、韓国、ベトナム、シンガポール、欧州等 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔所在地別セグメント情報〕

  日本 北中米 中国 その他 計
消去又 
は全社 

連結

 売上高  320,211  21,638  28,981  16,168  386,999  (26,571)  360,427

 営業利益  10,531  1,787  5,175  857  18,352  (9,904)  8,447

  日本 北中米 中国 その他 計
消去又 
は全社 

連結

 売上高  280,144  14,390  23,421  13,323  331,280  (19,279)  312,000

 営業利益又は営業損失（△）  8,318  669  4,729  △235  13,481  (9,734)  3,747
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前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

（単位：百万円） 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

（単位：百万円） 

 （注） １．国又は地域は、事業活動の相互関連性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。 

 北中米 … 米国、メキシコ等 

 その他 … 台湾、マレーシア、フィリピン、韓国、ベトナム、シンガポール、欧州等 

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。 

  

該当事項はありません。 

  

記載を省略しております。  

  

  

〔海外売上高〕

  北中米 中国 その他 計 

Ⅰ 海外売上高  21,385  19,191  10,904  51,481

Ⅱ 連結売上高                    360,427

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  5.9  5.3  3.1  14.3

  北中米 中国 その他 計 

Ⅰ 海外売上高  14,302  16,870  8,281  39,453

Ⅱ 連結売上高     312,000

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  4.6  5.4  2.6  12.6

（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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