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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 6,387 △24.9 380 △52.9 400 △43.7 170 △50.3
21年3月期第3四半期 8,508 ― 809 ― 712 ― 344 ―

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 55.25 55.20
21年3月期第3四半期 108.57 107.91

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 9,517 4,475 46.8 1,438.50
21年3月期 10,797 4,360 40.2 1,403.85

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  4,449百万円 21年3月期  4,342百万円

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 ― 30.00 ― 27.00 57.00
22年3月期 ― 27.00 ―
22年3月期 

（予想）
27.00 54.00

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 8,774 △18.7 486 △10.5 495 54.5 210 ― 65.89



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．その他をご覧下さい。 

(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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(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21年11月４日に公表しました連結業績予想（通期）について、本資料において修正しております。 
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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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 3,250,500株 21年3月期  3,250,500株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  157,237株 21年3月期  157,237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 3,093,263株 21年3月期第3四半期 3,168,753株



 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、緊急経済対策の効果などにより世界的景気後退の 悪期を脱

し、回復の兆しが認められるようになりましたが、個人消費の低迷などにより生産活動は依然としてして低い水準に

あります。世界経済の状況は、欧米は我が国の状況と同様でありますが、アジアでは、中国経済を中心に景気回復傾

向が顕著となってきました。 

 当社グループの主要業界の一つである自動車産業におきましては、エコカー減税や新車購入補助金制度等により新

車販売は回復しつつありますが、欧米への輸出が大幅に減少したため、生産は前年の水準を大きく下回りました。ま

た、エレクトロニクス産業におきましても、薄型テレビ、ネットブックパソコンなどの販売は好調でありますが、本

格的な回復には至っておりません。 

 このような状況のもと、当社グループの売上高は、ドライ事業におきましては前年同期をわずかながら上回ったも

のの、薬品関連資材事業及び装置事業におきましては前年同期より減少いたしました。この結果、当第３四半期連結

累計期間の業績は、売上高63億87百万円（前年同期比24.9％減）、営業利益３億80百万円（前年同期比52.9％減）、

経常利益４億円（前年同期比43.7％減）、四半期純利益１億70百万円（前年同期比50.3％減）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。なお、前連結会計年度から事業区分の変更をしたため、

前年同期比較にあたっては前第３四半期連結累計期間分を変更後の区分に組み替えて行っております。 

(1) 薬品関連資材事業 

  薬品関連資材事業におきましては、自動車産業向け、エレクトロニクス産業向け、ともに薬品の販売は前年同期比

を下回り、売上高は53億56百万円（前年同期比21.1％減）となりました。この結果、営業利益は11億15百万円（前年

同期比20.8％減）となりました。 

(2) 装置事業 

  装置事業におきましては、会計処理基準の変更により工事進行基準による売上高88,974千円を計上しましたが、大

型めっき装置の完成は国内向け、海外向け各１台のみであり、売上高は９億56百万円（前年同期比42.8％減）となり

ました。この結果、営業損失は54百万円（前年同期は営業利益１億49百万円）となりました。 

(3) ドライ事業 

  ドライ事業におきましては、プラズマ装置２台、自動分析管理装置３台の販売があり、売上高は74百万円（前年同

期比41.3％増）となりましたが、営業費用の増加により、営業損失は１億81百万円（前年同期は営業損失１億16百万

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。 

(1) 日本 

  国内向け薬品、装置共に販売は低調であり、売上高は55億23百万円（前年同期比21.1％減）となりました。この結

果、営業利益は５億72百万円（前年同比45.7％減）となりました。 

(2) アジア 

  薬品、装置共に販売は低調であり、売上高は18億39百万円（前年同期比24.3％減）となりました。この結果、営業

利益は２億65百万円（前年同比26.9％減）となりました。 

(3) その他 

  メキシコにおける薬品関連資材の販売が低調であり、売上高は１億75百万円（前年同期比23.8％減）となりまし

た。しかし、営業費用が減少したため、営業利益は22百万円（前年同期比133.8％増）となりました。  

  

(1) 資産、負債、純資産の状況 

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ、主に現金及び預金が５億29百万円減

少、仕掛品が４億80百万円減少、有形固定資産が３億19百万円減少したことにより、12億79百万円減少し、95億17百

万円となりました。 

 負債は、前連結会計年度末に比べ、主に支払手形及び買掛金が３億81百万円減少、前受金が６億54百万円減少、長

期借入金が４億５百万円減少したことにより、13億94百万円減少し、50億42百万円となりました。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べ、主にその他有価証券評価差額金が90百万円増加したことにより、１億14百万

円増加し、44億75百万円となりました。 

  

(2) キャッシュフローの状況 

 当第３四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、55百万円の獲得（前年同期比95.6％減）

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



となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益２億96百万円、減価償却費２億51百万円、たな卸資産の減少

額４億46百万円などの増加と、前受金の減少額６億54百万円、仕入債務の減少額３億55百万円などの減少によるもの

であります。 

 投資活動によるキャッシュフローは、82百万円の支出（前年同期比85.3％減）となりました。これは主に、有形固

定資産の売却による１億７百万円などの収入と、有形固定資産の取得による１億69百万円などの支出によるものであ

ります。 

 財務活動によるキャッシュフローは、５億56百万円の支出（前年同期比24.7％減）となりました。これは主に、長

期借入金の返済による支出４億５百万円、配当金の支払額１億67百万円などによるものであります。 

  

 平成22年３月期の通期業績予想につきましては、 近の景気動向を踏まえ、平成21年11月４日に公表しました通期

業績予想を修正いたしました。なお、詳細につきましては、本日（平成22年２月５日）公表の「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。  

   

 ①簡便な会計処理 

   簡便な会計処理については、重要性が乏しいため記載を省略しております。  

 ②四半期連結財務諸表作成に特有の会計処理 

   該当事項はありません。 

  

売上高及び売上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（工事の進捗率の見積りは原価比例法）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。 

 これにより、当第３四半期連結累計期間の売上高は88,974千円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調

整前四半期純利益はそれぞれ12,808千円増加しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

  

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



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 2,175,214 2,704,533

受取手形及び売掛金 2,255,278 2,209,204

商品及び製品 445,685 398,764

仕掛品 35,679 516,074

原材料及び貯蔵品 222,587 232,540

繰延税金資産 37,394 96,640

その他 284,129 300,792

貸倒引当金 △24,967 △21,304

流動資産合計 5,431,001 6,437,244

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,627,248 1,714,277

機械装置及び運搬具（純額） 272,427 221,964

工具、器具及び備品（純額） 205,852 269,429

土地 522,824 672,824

リース資産（純額） 155,611 162,186

建設仮勘定 － 62,299

有形固定資産合計 2,783,965 3,102,982

無形固定資産   

のれん 7,922 10,562

その他 46,590 54,693

無形固定資産合計 54,512 65,255

投資その他の資産   

投資有価証券 813,817 705,993

繰延税金資産 112,988 156,112

その他 331,965 340,476

貸倒引当金 △10,663 △10,662

投資その他の資産合計 1,248,106 1,191,919

固定資産合計 4,086,584 4,360,157

資産合計 9,517,586 10,797,402



（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 1,483,221 1,864,571

短期借入金 538,870 518,900

1年内返済予定の長期借入金 548,004 548,004

リース債務 6,205 5,927

未払法人税等 53,375 46,893

賞与引当金 85,593 167,923

前受金 34,768 689,754

その他 362,647 333,023

流動負債合計 3,112,686 4,174,998

固定負債   

長期借入金 1,160,659 1,565,662

リース債務 173,213 177,903

退職給付引当金 487,888 422,428

その他 107,953 95,852

固定負債合計 1,929,714 2,261,845

負債合計 5,042,400 6,436,844

純資産の部   

株主資本   

資本金 922,562 922,562

資本剰余金 875,211 875,211

利益剰余金 3,395,133 3,391,269

自己株式 △346,293 △346,293

株主資本合計 4,846,614 4,842,749

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △112,163 △202,308

繰延ヘッジ損益 － △2,605

為替換算調整勘定 △284,787 △295,367

評価・換算差額等合計 △396,950 △500,280

少数株主持分 25,521 18,088

純資産合計 4,475,185 4,360,557

負債純資産合計 9,517,586 10,797,402



（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 8,508,375 6,387,337

売上原価 4,694,206 3,347,154

売上総利益 3,814,168 3,040,183

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 908,288 856,619

賞与 260,620 217,249

退職給付費用 92,834 86,167

減価償却費 180,863 196,816

貸倒引当金繰入額 20,624 3,771

その他 1,541,936 1,298,824

販売費及び一般管理費合計 3,005,167 2,659,449

営業利益 809,000 380,733

営業外収益   

受取利息 13,387 9,490

受取配当金 14,785 17,710

為替差益 － 11,861

持分法による投資利益 188 240

受取保険金 － 16,207

助成金収入 － 16,495

その他 5,992 9,766

営業外収益合計 34,354 81,773

営業外費用   

支払利息 35,865 39,291

為替差損 83,474 －

支払補償費 － 20,236

その他 11,706 2,237

営業外費用合計 131,047 61,765

経常利益 712,306 400,741

特別利益   

固定資産売却益 1,901 309

特別利益合計 1,901 309

特別損失   

固定資産売却損 66 2,051

固定資産除却損 5,184 7,739

投資有価証券売却損 － 28,748

投資有価証券評価損 115,839 －

減損損失 － 57,973

その他 － 8,203

特別損失合計 121,091 104,715

税金等調整前四半期純利益 593,117 296,335

法人税、住民税及び事業税 184,391 78,127

法人税等調整額 62,653 39,015

法人税等合計 247,045 117,142

少数株主利益 2,039 8,291

四半期純利益 344,032 170,901



（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 593,117 296,335

減価償却費 244,800 251,999

減損損失 － 57,973

のれん償却額 2,640 2,640

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7,612 3,771

賞与引当金の増減額（△は減少） △110,363 △82,286

退職給付引当金の増減額（△は減少） △5,610 65,400

受取利息及び受取配当金 △28,173 △27,200

支払利息 35,865 39,291

為替差損益（△は益） 31,090 △4,484

持分法による投資損益（△は益） △188 △240

固定資産売却損益（△は益） △1,834 1,741

固定資産除却損 5,184 7,739

投資有価証券売却損益（△は益） － 28,748

投資有価証券評価損益（△は益） 115,839 －

売上債権の増減額（△は増加） 139,194 △56,936

前受金の増減額（△は減少） 642,771 △654,209

たな卸資産の増減額（△は増加） △818,902 446,968

仕入債務の増減額（△は減少） 705,915 △355,784

前渡金の増減額（△は増加） △15,697 △37,099

その他 △157,943 83,801

小計 1,385,319 68,170

利息及び配当金の受取額 22,887 29,846

利息の支払額 △34,657 △38,831

法人税等の支払額 △100,171 △87,712

法人税等の還付額 － 84,081

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,273,378 55,555

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） △27,280 △26,368

有形固定資産の取得による支出 △170,798 △169,353

有形固定資産の売却による収入 3,101 107,143

無形固定資産の取得による支出 △19,762 △7,114

投資有価証券の取得による支出 △344,891 △598

投資有価証券の売却による収入 － 16,167

その他 522 △2,339

投資活動によるキャッシュ・フロー △559,108 △82,464



（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） 197,192 25,230

長期借入金の返済による支出 △405,000 △405,003

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △8,834 △8,105

株式の発行による収入 12,000 －

自己株式の取得による支出 △345,701 －

配当金の支払額 △187,945 △167,442

少数株主への配当金の支払額 － △796

財務活動によるキャッシュ・フロー △738,289 △556,117

現金及び現金同等物に係る換算差額 △123,341 17,237

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △147,362 △565,788

現金及び現金同等物の期首残高 1,855,179 2,496,748

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,707,817 1,930,959



 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．事業区分は、製品の系列及び性質等から総合的に区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

(1) 薬品関連資材事業………自動車部品用樹脂めっき薬品、プリント配線板用めっき薬品、半導体用めっ

き薬品、工業用化学品、非鉄金属 

(2) 装置事業…………………自動車部品用樹脂めっき装置、プリント配線板用めっき装置 

(3) ドライ事業………………スパッタリング装置、プラズマデスミア装置、ハードコート装置、めっき液

自動管理装置 

３．会計処理の方法の変更 

 当第３四半期連結累計期間 

 （売上高及び売上原価の計上基準の変更） 

 「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」に記載のとおり、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（工事の進捗率の見積りは原価比例法）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。 

 この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較して、当第３四半期連結累計期間の装置事業の売上高

は88,974千円、営業利益は12,808千円それぞれ増加しております。 

（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〕

  
薬品関連資材
事業（千円） 

装置事業 
（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  6,784,908  1,723,466  8,508,375  －  8,508,375

(2）セグメント間の内部売上高 

  又は振替高 
 －  205  205 (205)  －

計  6,784,908  1,723,671  8,508,580 (205)  8,508,375

営業利益又は営業損失（△）  1,408,344  33,390  1,441,734 (632,734)  809,000

  
薬品関連 
資材事業 
（千円） 

装置事業 
（千円） 

ドライ事業 
（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  5,356,392  956,473  74,471  6,387,337  －  6,387,337

(2）セグメント間の内部売上高 

  又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  5,356,392  956,473  74,471  6,387,337  －  6,387,337

営業利益又は営業損失（△）  1,115,401  △54,155  △181,144  880,101 (499,367)  380,733



４．事業区分の方法の変更 

    事業区分の方法については、従来、事業の種類・性質の類似性等の観点から２事業に区分しておりまし

たが、前連結会計年度より、従来「装置事業」に含めておりました「ドライ事業」を、主力のスパッタリ

ング装置の製品化に目処が立ち、また平成21年１月19日付けで組織改変を実施し、新事業推進統括部を新

設したことを踏まえ、「ドライ事業」として個別表示することに変更いたしました。 

    なお、前第３四半期連結累計期間のセグメント情報を、当第３四半期連結累計期間において用いた事業

の区分方法により区分すると次のようになります。 

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） 

  

  
薬品関連 
資材事業 
（千円） 

装置事業 
（千円） 

ドライ事業 
（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  6,784,908  1,670,771  52,695  8,508,375  －  8,508,375

(2）セグメント間の内部売上高 

  又は振替高 
 －  205  －  205 (205)  －

計  6,784,908  1,670,976  52,695  8,508,580 (205)  8,508,375

営業利益又は営業損失（△）  1,408,344  149,504  △116,113  1,441,734 (632,734)  809,000



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．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

 ２．日本以外の区分に属する主な国又は地域 

アジア……………韓国、台湾、中国、タイ、ベトナム 

その他の地域……メキシコ 

３．会計処理の方法の変更 

 当第３四半期連結累計期間 

 （売上高及び売上原価の計上基準の変更） 

 「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」に記載のとおり、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（工事の進捗率の見積りは原価比例法）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。 

 この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較して、当第３四半期連結累計期間の売上高は、日本で

76,559千円、アジアで12,415千円、営業利益は日本で9,177千円、アジアで3,630千円それぞれ増加してお

ります。  

  

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（千円） 
アジア 
（千円） 

その他 
（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  5,994,621  2,284,064  229,689  8,508,375  －  8,508,375

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 1,002,743  146,057  －  1,148,801 (1,148,801)  －

計  6,997,364  2,430,122  229,689  9,657,176 (1,148,801)  8,508,375

営業利益  1,052,935  363,965  9,462  1,426,364 (617,364)  809,000

  
日本 

（千円） 
アジア 
（千円） 

その他 
（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  4,553,716  1,658,499  175,121  6,387,337  －  6,387,337

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 969,476  181,124  －  1,150,601 (1,150,601)  －

計  5,523,193  1,839,624  175,121  7,537,938 (1,150,601)  6,387,337

営業利益  572,195  265,922  22,118  860,237 (479,503)  380,733



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) アジア……………韓国、台湾、中国、タイ、ベトナム等 

(2) その他の地域……アメリカ、メキシコ 

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。 

  

〔海外売上高〕

  アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  2,873,884  230,246  3,104,130

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  8,508,375

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の 

割合（％） 
 33.8  2.7  36.5

  アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  2,216,316  175,359  2,391,675

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  6,387,337

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の 

割合（％） 
 34.7  2.7 37.4     

（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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