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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 22,281 △8.2 2,149 19.3 1,851 20.7 1,025 1.0
21年3月期第3四半期 24,259 ― 1,802 ― 1,533 ― 1,015 ―

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 162.71 ―
21年3月期第3四半期 161.15 ―

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 40,607 16,151 39.8 2,562.79
21年3月期 42,936 15,421 35.9 2,447.33

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  16,149百万円 21年3月期  15,421百万円

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  有   

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 ― 10.00 ― 7.00 17.00
22年3月期 ― 5.00 ―
22年3月期 

（予想）
20.00 25.00

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  
詳細は、４ページ「定性的情報・財務諸表等」の「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

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 30,200 0.4 2,500 302.0 2,100 354.3 1,200 472.4 190.43
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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  有  
詳細は、４ページ「定性的情報・財務諸表等」の「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） 

詳細は、４ページ「定性的情報・財務諸表等」の「４．その他」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．平成22年１月19日に公表いたしました連結業績予想につきまして、変更はございません。 
２．上記に記載した予想数値は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき算定しており、今後の経済状況等により、実際の業績は予想数値
と異なる結果となる場合があります。業績予想の前提となる仮定等につきましては、４ページ「定性的情報・財務諸表等」の「３．連結業績予想に関する定
性的情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 有

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 6,302,200株 21年3月期  6,302,200株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  777株 21年3月期  777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 6,301,423株 21年3月期第3四半期 6,301,443株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、中国を中心としたアジアへの輸出が増加し、生産活動も回復

の兆しがみえるなど、景気の持ち直しの動きがみられました。その一方で、引き続き世界的な金融・経済危機によ

る景気回復の遅れ、急激な為替変動が企業収益へ影響を及ぼすとともに、雇用・所得環境にも改善がみられず、さ

らにデフレ傾向がみられるなど、依然として先行き不透明な状況で推移しました。 

このような状況のもと、当社グループは引き続き業務の抜本的な見直し等を推し進め、コストダウンに努めまし

た。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は22,281,227千円（前年同期比8.2％減、1,978,290千円減）とな

りました。利益面については、前第３四半期連結会計期間において、半導体業界の低迷および世界的な需要不振の

影響を受けたため、当社の京都事業所について生産調整を行うなど業績が大幅に悪化しましたが、それに対し、当

第３四半期連結累計期間は生産活動も回復しつつあり、業績の持ち直しの動きがみられました。この結果、営業利

益は2,149,072千円（同19.3％増、347,005千円増）、経常利益は1,851,887千円（同20.7％増、318,220千円増）、

四半期純利益は1,025,346千円（同1.0％増、9,850千円増）と増益になりました。 

当社グループの事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりです。 

（ライフサイエンス事業） 

ライフサイエンス事業全体の業績は、外部顧客に対する売上高が14,685,923千円（前年同期比3.5％減、534,432

千円減）、営業利益は1,706,927千円（同67.3％増、686,535千円増）となりました。 

ライフサイエンス事業においては、経済状況の回復が緩やかなものにとどまっているなか、国内における主力製

商品の販売が拡大したことが影響し、微減にとどまりました。利益面については、前年同期において影響を受けた

原材料等の価格が低下したため、営業利益は大幅な増加となりました。 

（電子材料および機能性化学品事業） 

電子材料および機能性化学品事業全体の業績は、外部顧客に対する売上高が7,541,109千円（前年同期比15.6％

減、1,395,398千円減）、営業利益は982,320千円（同38.6％減、616,355千円減）となりました。 

電子材料事業については、前第３四半期連結会計期間以降において半導体業界の低迷の影響を受けており、業績

が悪化しました。機能性化学品事業については、世界的な需要不振の影響で欧米地域に対する輸出売上が大幅に減

少しました。しかし、当第３四半期連結累計期間に入り在庫調整は一巡し、電子材料および機能性化学品事業の売

上が回復しつつあります。 

利益面に関しては、当第３四半期連結会計期間より京都第二工場において生産を再開したものの、売上の減少に

加え、それまでの生産調整が影響を及ぼし、営業利益は大幅な減少となりました。 

（その他の事業） 

その他の事業の業績は、外部顧客に対する売上高が54,194千円（前年同期比47.2％減、48,459千円減）、営業利

益は5,490千円（前年同期は477千円の営業損失）となりました。 

所在地別セグメントの業績は、次のとおりです。 

（日本） 

外部顧客に対する売上高は19,574,122千円（前年同期比4.3％減、884,822千円減）、営業利益は2,291,273千円

（同4.9％減、117,660千円減）となりました。 

前第３四半期連結会計期間において半導体業界が低迷し、世界的な需要不振が当セグメントの各事業の輸出販売

に影響を及ぼしましたが、回復は依然緩やかなものにとどまっているため、売上、利益ともに累計期間においては

減少しました。 

（アジア） 

外部顧客に対する売上高は978,264千円（前年同期比24.3％減、313,366千円減）、営業利益は289,064千円（同

287.1％増、214,388千円増）となりました。 

売上高は減収となったものの、利益面では、前年同期において影響を受けた原材料等の価格が低下した結果、営

業利益は大幅な増益となりました。 

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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（アメリカ） 

外部顧客に対する売上高は1,728,840千円（前年同期比31.1％減、780,101千円減）、営業利益は57,363千円（同

34.7％減、30,441千円減）となりました。 

前連結会計年度より続く米国内の景気低迷が長引いており、この結果、売上、利益ともに減少しました。 

  

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ2,329,037千円減少し、40,607,182千円とな

りました。これは主に、生産調整によるたな卸資産の減少2,466,148千円、設備投資抑制による有形固定資産の減

少1,316,866千円が大きかったことによるものです。 

負債については、前連結会計年度末に比べ3,058,796千円減少し、24,455,713千円となりました。これは主に、

設備投資抑制等による未払金の減少および借入金の返済によるものです。 

一方、純資産については、前連結会計年度末に比べ729,758千円の増加に転じ、16,151,468千円となりました。

これは主に、業績の立ち直りに伴う利益剰余金の増加によるものです。 

キャッシュ・フローの状況については、税金等調整前四半期純利益の増加、減価償却費およびたな卸資産の減少

による資金の増加を、長短期の借入金の返済および売上債権の増加等に充てた結果、現金及び現金同等物の残高が

前連結会計年度末に比べ236,529千円減少し、6,030,172千円となりました。 

  

平成21年11月６日付「業績予想の修正に関するお知らせ」において、平成22年３月期（平成21年４月１日～平成

22年３月31日）の第２四半期累計期間および通期における連結・個別業績予想を修正しました。 

その後の事業活動の結果に加え、第３四半期累計期間における実績および当社が現時点において入手可能な情報

に基づく業界の動向を勘案した結果、平成22年１月19日付「業績予想の修正に関するお知らせ」において、通期に

おける連結業績予想を以下のように修正しました。 

なお、詳細につきましては、当該プレスリリースをご参照下さい。 

また、平成22年２月５日付「平成22年３月期 配当予想の修正に関するお知らせ」において、配当予想につきま

しても修正しています。 

  

〔平成22年３月期通期 連結業績予想（平成21年４月１日～平成22年３月31日）〕 

  

該当事項はありません。 

  

簡便な会計処理 

（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ついては、実地棚卸を省略し、当第２四半期連結会計期間末の

実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定しています。 

 棚卸資産の簿価切下げについては、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

下げを行う方法によっています。 

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

  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 

前回発表予想（Ａ）  30,000 1,500 1,000 450 71.41 

今回修正予想（Ｂ） 30,200 2,500 2,100 1,200 190.43 

増減額（Ｂ－Ａ） 200 1,000 1,100 750 － 

増減率（％） 0.7 66.7 110.0 166.7 － 

前期実績 

（平成21年３月期） 
30,077 621 462 209 33.26 

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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（法人税等ならびに繰延税金資産およ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ついては、前連結会計年度末以降に経営環境等または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ので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックスプランニ

ングを利用する方法によっています。 

  

四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

（税金費用の計算） 

 税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整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、税金等調整前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算してい

ます。 

  

（表示方法の変更） 

 前第３四半期連結会計期間において、固定負債の「その他」に含めて表示していました「長期未払金」は、金

額的重要性が増したため、当第３四半期連結会計期間では区分掲記することとしました。 

 なお、前第３四半期連結会計期間の固定負債の「その他」に含まれる「長期未払金」は29,523千円です。 

  

（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
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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 6,030,172 6,266,702

受取手形及び売掛金 8,502,994 6,281,539

商品及び製品 4,862,589 6,912,196

仕掛品 251,258 306,978

原材料及び貯蔵品 874,948 1,235,770

繰延税金資産 626,088 552,478

その他 422,819 638,505

貸倒引当金 △12,345 △12,225

流動資産合計 21,558,527 22,181,945

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,523,459 7,668,587

機械装置及び運搬具（純額） 4,319,019 5,256,771

土地 2,484,471 2,491,365

建設仮勘定 51,294 208,877

その他（純額） 530,388 599,898

有形固定資産合計 14,908,634 16,225,500

無形固定資産   

のれん 507,728 631,080

その他 587,947 656,907

無形固定資産合計 1,095,675 1,287,987

投資その他の資産   

投資有価証券 647,543 559,887

長期前払費用 1,085,138 1,294,543

繰延税金資産 868,022 959,357

その他 520,042 510,562

貸倒引当金 △76,401 △83,565

投資その他の資産合計 3,044,345 3,240,786

固定資産合計 19,048,654 20,754,274

資産合計 40,607,182 42,936,220
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（単位：千円）

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 1,814,895 1,620,994

短期借入金 5,041,398 5,933,398

未払金 808,672 2,065,274

未払法人税等 608,581 －

賞与引当金 149,077 288,328

役員賞与引当金 37,500 －

その他 1,099,079 625,304

流動負債合計 9,559,204 10,533,301

固定負債   

長期借入金 12,783,550 14,832,349

退職給付引当金 940,553 908,974

役員退職慰労引当金 － 1,207,296

長期未払金 1,166,834 29,523

その他 5,570 3,064

固定負債合計 14,896,509 16,981,209

負債合計 24,455,713 27,514,510

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,180,367 1,180,367

資本剰余金 1,667,042 1,667,042

利益剰余金 13,363,703 12,413,974

自己株式 △2,026 △2,026

株主資本合計 16,209,086 15,259,357

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 197,314 143,571

為替換算調整勘定 △257,127 18,763

評価・換算差額等合計 △59,813 162,334

少数株主持分 2,195 18

純資産合計 16,151,468 15,421,709

負債純資産合計 40,607,182 42,936,220
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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 24,259,518 22,281,227

売上原価 16,795,681 14,469,896

売上総利益 7,463,837 7,811,331

販売費及び一般管理費 5,661,769 5,662,258

営業利益 1,802,067 2,149,072

営業外収益   

受取利息 16,722 4,374

受取配当金 15,324 14,352

受取保険金 43,014 －

受取手数料 － 11,303

持分法による投資利益 10,713 －

法人税等還付加算金 － 10,640

その他 29,994 14,889

営業外収益合計 115,769 55,559

営業外費用   

支払利息 194,509 223,979

為替差損 159,731 124,022

その他 29,928 4,742

営業外費用合計 384,170 352,745

経常利益 1,533,666 1,851,887

特別利益   

固定資産売却益 － 1,378

投資有価証券売却益 0 169

会員権売却益 － 2,000

貸倒引当金戻入額 － 566

補助金収入 14,100 －

固定資産税還付金 60,161 －

特別利益合計 74,262 4,115

特別損失   

固定資産売却損 7,771 1,487

固定資産除却損 59,995 64,672

投資有価証券評価損 13,240 1,813

減損損失 － 28,541

貸倒引当金繰入額 650 －

特別損失合計 81,657 96,514

税金等調整前四半期純利益 1,526,270 1,759,487

法人税、住民税及び事業税 620,145 745,828

法人税等調整額 △108,294 △13,864

法人税等合計 511,851 731,964

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1,076 2,176

四半期純利益 1,015,496 1,025,346
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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 1,526,270 1,759,487

減価償却費 1,782,061 1,852,512

減損損失 － 28,541

のれん償却額 67,106 116,452

貸倒引当金の増減額（△は減少） 11,056 △1,987

賞与引当金の増減額（△は減少） △120,523 △139,250

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △13,430 37,500

退職給付引当金の増減額（△は減少） 18,399 31,578

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 63,771 △1,207,296

受取利息及び受取配当金 △32,046 △18,726

支払利息 194,509 223,979

為替差損益（△は益） 158,280 104,475

持分法による投資損益（△は益） △10,713 －

有形固定資産売却損益（△は益） 7,771 108

有形固定資産除却損 59,995 64,672

会員権売却損益（△は益） － △2,000

投資有価証券評価損益（△は益） 13,240 1,813

売上債権の増減額（△は増加） 299,308 △2,267,423

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,943,547 2,377,225

未収入金の増減額（△は増加） △42,760 4,234

仕入債務の増減額（△は減少） △230,844 215,968

未払費用の増減額（△は減少） 52,777 78,329

未収消費税等の増減額（△は増加） 110,414 42,678

未払消費税等の増減額（△は減少） 82,586 255,307

長期未払金の増減額（△は減少） － 1,137,311

その他 △297,747 △240,271

小計 1,755,937 4,455,222

利息及び配当金の受取額 32,046 18,666

利息の支払額 △162,477 △216,680

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △1,145,353 15,739

営業活動によるキャッシュ・フロー 480,153 4,272,948

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △1,927,654 △1,371,760

有形固定資産の売却による収入 235 4,648

無形固定資産の取得による支出 △137,215 △18,547

投資有価証券の取得による支出 △3,721 △3,889

投資有価証券の売却による収入 1 254

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△656,282 －

連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却に
よる収入

－ 23,710

長期貸付金の回収による収入 14,752 980

その他 △5,404 △34,680

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,715,288 △1,399,285
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（単位：千円）

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） △360,000 △1,703,268

長期借入れによる収入 4,700,000 1,450,000

長期借入金の返済による支出 △1,913,720 △2,690,800

自己株式の取得による支出 △94 －

配当金の支払額 △189,043 △75,294

少数株主からの払込みによる収入 2,000 －

リース債務の返済による支出 － △353

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,239,141 △3,019,717

現金及び現金同等物に係る換算差額 △130,565 △90,475

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △126,558 △236,529

現金及び現金同等物の期首残高 3,300,511 6,266,702

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,173,952 6,030,172
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 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） 

  

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） 

（注）１．上記事業は、製品および商品の種類・性質、製造方法、販売市場等の類似性等を勘案して区分しています。

２．各事業の主要な製品及び商品等 

(1）ライフサイエンス事業………………リンゴ酸、クエン酸、その他果実酸、食添製剤、グルコン酸 

(2）電子材料および機能性化学品事業…超高純度コロイダルシリカ、樹脂添加剤、医薬品原料、写真薬原料 

(3）その他の事業…………………………上記の事業分野に該当しない化成品等 

３．前第３四半期連結会計期間において、電子材料事業への展開を目的として青島扶桑第二精製加工有限公司の

社名を扶桑化学（青島）有限公司に変更し、増資を行いました。これに伴い事業内容が変わったため、当公

司の事業の種類別セグメントを「ライフサイエンス事業」から「電子材料および機能性化学品事業」に変更

しました。 

  

（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〕

  

ライフ 
サイエンス 

事業 
（千円） 

電子材料 
および機能
性化学品 
事業 

（千円） 

その他の 
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  15,220,356  8,936,508  102,654  24,259,518  －  24,259,518

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  39,682  39,682 (39,682)  －

計  15,220,356  8,936,508  142,337  24,299,201 (39,682)  24,259,518

営業利益又は営業損失（△）  1,020,391  1,598,676  △477  2,618,590 (816,523)  1,802,067

  

ライフ 
サイエンス 

事業 
（千円） 

電子材料 
および機能
性化学品 
事業 

（千円） 

その他の 
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  14,685,923  7,541,109  54,194  22,281,227  －  22,281,227

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  6,616  6,616 (6,616)  －

計  14,685,923  7,541,109  60,811  22,287,844 (6,616)  22,281,227

営業利益  1,706,927  982,320  5,490  2,694,738 (545,665)  2,149,072
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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） 

   

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） 

（注）１．国または地域の区分は、地理的近接度によっています。 

 ２．各区分に属する主な国または地域は以下のとおりです。 

アジア：中国、タイ 

  

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） 

１．国または地域の区分は、地理的近接度によっています。 

２．各区分に属する主な国または地域は以下のとおりです。 

ヨーロッパ：イタリア、フランス、イギリス 

北米：アメリカ 

アジア：中国、台湾、韓国 

３．海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高です。 

  

 該当事項はありません。 

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（千円） 
アジア 
（千円） 

アメリカ 
（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  20,458,944  1,291,631  2,508,942  24,259,518  －  24,259,518

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 387,239  3,374,808  220,552  3,982,600 (3,982,600)  －

計  20,846,184  4,666,440  2,729,494  28,242,119 (3,982,600)  24,259,518

営業利益  2,408,934  74,675  87,804  2,571,414 (769,347)  1,802,067

  
日本 

（千円） 
アジア 
（千円） 

アメリカ 
（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  19,574,122  978,264  1,728,840  22,281,227  －  22,281,227

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 370,283  2,651,375  182,848  3,204,507 (3,204,507)  －

計  19,944,405  3,629,640  1,911,689  25,485,735 (3,204,507)  22,281,227

営業利益  2,291,273  289,064  57,363  2,637,700 (488,627)  2,149,072

〔海外売上高〕

  ヨーロッパ 北米 アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  954,067  4,176,549  2,606,450  127,966  7,865,033

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  －  24,259,518

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 3.9  17.2  10.7  0.5  32.4

  ヨーロッパ 北米 アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  370,883  3,318,957  2,162,994  100,374  5,953,209

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  －  22,281,227

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 1.7  14.9  9.7  0.5  26.7

（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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