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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 24,860 △17.0 522 20.3 510 165.5 456 ―

21年3月期第3四半期 29,967 ― 434 ― 192 ― △17 ―

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 51.36 ―

21年3月期第3四半期 △1.95 ―

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 20,697 8,218 39.0 908.71
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3四半期  8,076百万円 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  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 ― 0.00 ― 10.00 10.00
22年3月期 ― 0.00 ―

22年3月期 
（予想） 15.00 15.00

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 △5.5 850 410.8 840 ― 760 ― 85.51

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）  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、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11月13日に公表いたしました連結業績予想を修正しております。詳細は、平成22年２月12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3四半期 9,127,388株 21年3月期  9,127,338株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  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3四半期 8,887,522株 21年3月期第3四半期 8,887,682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、対前期増減率) 

 
  

（参考）個別業績の概要

１．平成22年３月期第３四半期の個別業績（平成21年４月１日～平成21年12月31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３四半期 18,348 △20.5 392 82.0 381 245.0 256 ─

平成21年３月期第３四半期 23,081 ─ 215 ─ 110 ─ △81 ─

１株当たり四半期純利益又は
１株当たり四半期純損失(△)

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３四半期 28 87 ─ ─

平成21年３月期第３四半期 △9 22 ─ ─

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３四半期 16,622 6,930 41.5 775 71

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 24,500 △10.2 430 ─ 420 ─ 250 ─ 28 13
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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、景気悪化に底打ちの兆しが見られ、経済指標にも一

部改善の傾向が示され 悪期を脱したと見られるものの、円高の進行や株式市場の低迷から二番底を懸念

する動きが高まりました。 

 また、失業率が過去 悪の数値を更新するなど雇用・所得環境は厳しさを増しており、不安定な為替動

向や長引く株式市場の低迷から先行きに対する不透明感を強め、厳しい事業環境が続いております。 

このような状況のもと、継続した経費削減や更なる原価低減などのコスト削減策を実施し、当社グルー

プ全体で業績の回復に取組んでまいりました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は24,860百万円（前年同四半期比

17.0％減）、営業利益は522百万円（前年同四半期比20.3％増）、経常利益は510百万円（前年同四半期比

165.5％増）、四半期純利益は456百万円（前年同四半期は17百万円の四半期純損失）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

注が回復の兆しを見せたものの、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、15,578百万円（前年同四半期比19.7％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回

復の兆しを見せ、また海外におけるＯＡ・ＤＩ部品の受注が好調に推移したものの、第２四半期までの落

込みをカバーするまでに至らず、8,329百万円（前年同四半期比12.5％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、1,219百万円（前年同四半期比11.2％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の兆しを見せたものの、前年同四半期の水準までの回復には

至らず18,903百万円（前年同四半期比17.8％減）となりました。東南アジアの売上は、自動車関連部品及

び金型の受注が回復の兆しを見せたことに加え、ＯＡ・ＤＩ部品の受注が好調に推移したものの、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、6,731百万

円（前年同四半期比13.0％減）となりました。 

  

（資産） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて3,260百万円増加し13,745百万円となりました。これは現金及

び預金が1,854百万円及び受取手形及び売掛金が1,543百万円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860百万円減少し6,951百万円となりました。これは、資産活用

の効率化により有形固定資産が945百万円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2,399百万円増加し20,697百万円となりました。 

（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて1,316百万円増加し9,169百万円となりました。これは短期借入

金が180百万円減少したものの支払手形及び買掛金が1,619百万円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639百万円増加し3,308百万円となりました。これは長期借入金

が568百万円増加したことなどが主な要因となっております。 

【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
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  この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて1,955百万円増加し12,478百万円となりました。 

（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて443百万円増加し8,218百万円となりました。これは利益剰余

金が367百万円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。 

  

今後のわが国経済は、世界経済の回復や緊急経済対策効果などを背景に、景気は底打ちの兆しが見られ

るものの、自律性に乏しく、失業率も高水準に推移するなど厳しい状況が続くものと思われます。 

このような中、当社グループでは市場の縮小に対応して、固定費や人件費を中心に徹底した経費の削減

を継続して行うとともに、グループ会社の管理も更に強化し、コスト競争力強化のための体制を整えてま

いります。 

当期の連結業績見通しにつきましては、世界的な景気の回復には未だ予断を許さない状況が続いてお

り、当社グループを取り巻く経営環境も依然、厳しい状況が続くと予想されます。 

 このような状況のもと、連結の売上高につきましては、当第３四半期累計期間を踏まえ、第４四半期の

受注状況等を勘案しますと、先行きは不透明ながらもほぼ当初予想通りに推移する見込みであります。損

益につきましては、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低迷が続いておりますが、自

動車関連部品・金型及びＯＡ・ＤＩ部品の受注が好調に推移しており、また、取扱い製・商品の選択と集

中を図ったことと、期初から取組んでまいりました利益率及び生産効率の改善並びに継続的な経費削減に

努めてきたことから当初予想を上回る見込みであります。 

 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850百万円、経常利益840百万円、当期純利益760百万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。 

 なお、個別業績予想につきましては、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。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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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。 

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

日邦産業株式会社(9913)平成22年３月期第３四半期決算短信
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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 5,876,548 4,021,684

受取手形及び売掛金 6,483,118 4,939,213

たな卸資産 1,097,311 1,240,898

繰延税金資産 585 338

未収入金 170,881 150,238

その他 120,088 201,059

貸倒引当金 △2,756 △67,965

流動資産合計 13,745,777 10,485,466

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,394,977 4,366,684

減価償却累計額 △1,547,741 △1,399,796

建物及び構築物（純額） 2,847,236 2,966,888

機械装置及び運搬具 4,364,299 6,029,931

減価償却累計額 △3,392,938 △4,335,568

機械装置及び運搬具（純額） 971,360 1,694,362

工具、器具及び備品 584,500 1,752,638

減価償却累計額 △376,949 △1,456,933

工具、器具及び備品（純額） 207,550 295,705

土地 537,892 532,426

建設仮勘定 25,551 45,707

有形固定資産合計 4,589,591 5,535,090

無形固定資産   

のれん 111,137 151,079

その他 152,436 201,837

無形固定資産合計 263,574 352,917

投資その他の資産   

投資有価証券 817,064 685,930

繰延税金資産 18,743 15,383

その他 1,314,221 1,274,272

貸倒引当金 △51,879 △51,463

投資その他の資産合計 2,098,150 1,924,122

固定資産合計 6,951,315 7,812,130

資産合計 20,697,093 18,297,597
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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 5,553,658 3,933,680

短期借入金 1,585,400 1,766,350

1年内返済予定の長期借入金 835,950 817,004

1年内償還予定の社債 150,000 150,000

未払法人税等 20,595 49,231

繰延税金負債 517 442

賞与引当金 81,604 146,360

その他 942,032 990,125

流動負債合計 9,169,759 7,853,194

固定負債   

社債 515,000 590,000

長期借入金 1,878,152 1,310,086

繰延税金負債 93,655 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 628,815 598,047

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 177,315 60,810

固定負債合計 3,308,741 2,669,428

負債合計 12,478,500 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 3,456,245 3,088,644

自己株式 △155,092 △155,078

株主資本合計 8,781,974 8,414,388

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 132,456 75,271

土地再評価差額金 6,789 6,789

為替換算調整勘定 △845,086 △881,209

評価・換算差額等合計 △705,840 △799,148

新株予約権 36,729 30,234

少数株主持分 105,729 129,499

純資産合計 8,218,593 7,774,974

負債純資産合計 20,697,093 18,297,597
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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 29,967,499 24,860,482

売上原価 26,174,438 21,482,947

売上総利益 3,793,061 3,377,535

販売費及び一般管理費 3,359,029 2,855,291

営業利益 434,031 522,244

営業外収益   

受取利息 22,928 9,836

受取配当金 14,322 29,437

仕入割引 38,228 17,614

その他 102,033 75,148

営業外収益合計 177,513 132,036

営業外費用   

支払利息 116,359 96,536

為替差損 266,983 33,944

その他 35,773 12,893

営業外費用合計 419,115 143,375

経常利益 192,428 510,905

特別利益   

固定資産売却益 9,084 8,218

新株予約権戻入益 296 628

貸倒引当金戻入額 － 7,373

その他 4,639 60

特別利益合計 14,021 16,280

特別損失   

固定資産処分損 3,764 3,424

投資有価証券評価損 44,603 3,144

貸倒引当金繰入額 25,435 －

その他 7,025 557

特別損失合計 80,828 7,126

税金等調整前四半期純利益 125,622 520,060

法人税、住民税及び事業税 85,361 57,106

法人税等調整額 53,846 △2,654

法人税等合計 139,208 54,451

少数株主利益 3,713 9,133

四半期純利益又は四半期純損失（△） △17,299 456,475
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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 125,622 520,060

減価償却費 970,267 674,615

のれん償却額 45,690 24,566

貸倒引当金の増減額（△は減少） 25,668 △64,814

退職給付引当金の増減額（△は減少） 72,419 29,751

受取利息及び受取配当金 △37,251 △39,273

支払利息 116,359 96,536

為替差損益（△は益） △16,990 △24,517

投資有価証券評価損益（△は益） 44,603 3,144

有形固定資産処分損益（△は益） △5,320 △4,794

売上債権の増減額（△は増加） 879,912 △1,547,590

たな卸資産の増減額（△は増加） △427,617 146,261

仕入債務の増減額（△は減少） △450,541 1,621,453

その他の流動資産の増減額（△は増加） △57,627 △24,580

その他の流動負債の増減額（△は減少） 68,323 104,873

その他 △55,063 19,451

小計 1,298,455 1,535,144

利息及び配当金の受取額 28,991 46,440

利息の支払額 △105,708 △105,724

法人税等の支払額 △171,503 △86,286

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,050,234 1,389,573

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 △178,982 △41,222

定期預金の払戻による収入 8,325 35,234

有形固定資産の取得による支出 △699,483 △218,914

有形固定資産の売却による収入 166,694 713,947

無形固定資産の取得による支出 △23,484 △56,877

無形固定資産の売却による収入 － 4,714

投資有価証券の取得による支出 △77,938 △40,553

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△777,342 －

子会社株式の取得による支出 △1,535 △20,266

出資金の回収による収入 － 21,280

貸付けによる支出 △29,165 △5,994

貸付金の回収による収入 23,904 1,877

長期前払費用の取得による支出 △18,017 －

営業譲受による支出 △265,000 －

その他の支出 △12,667 △13,173

その他の収入 45,360 42,070

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,839,332 422,122
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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） △273,600 △160,000

長期借入れによる収入 1,600,000 1,259,510

長期借入金の返済による支出 △627,968 △679,203

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 △45,541 △195,796

自己株式の取得による支出 △62 △14

配当金の支払額 △177,759 △88,126

財務活動によるキャッシュ・フロー 460,067 61,369

現金及び現金同等物に係る換算差額 △58,926 75,279

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △387,955 1,948,344

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 2,984,146 5,681,527
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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) 
 

(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３四半期連結累計期間において、株式会社京都映工社、株式会社エイコーカム、株式会社岸田製作所、

株式会社沖縄岸田製作所、Global Metal Tech Corp.並びにNIメカトロニクス株式会社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2,047,234

千円、プラスチック成形品関連事業における資産の金額が410,580千円増加しております。 

  

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 19,118,235 9,499,699 1,349,564 29,967,499 ─ 29,967,499

 (2)セグメント間の内部売上高 
   又は振替高

275,453 19,066 23,924 318,444 (318,444) ─

計 19,393,688 9,518,766 1,373,488 30,285,943 (318,444) 29,967,499

 営業利益 45,075 383,375 20,190 448,641 (14,610) 434,031

(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 15,354,209 8,321,874 1,184,399 24,860,482 ─ 24,860,482

 (2)セグメント間の内部売上高 
    又は振替高

224,149 7,178 35,090 266,418 (266,418) ─

計 15,578,358 8,329,052 1,219,490 25,126,901 (266,418) 24,860,482

  営業利益 184,209 333,525 7,043 524,778 (2,534) 522,244

(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) 

  
 

(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

22,365,914 7,601,585 29,967,499 ─ 29,967,499

 (2) セグメント間の内部
   売上高又は振替高

631,121 133,604 764,725 (764,725) ─

計 22,997,035 7,735,189 30,732,225 (764,725) 29,967,499

営業利益 95,367 333,304 428,672 5,359 434,031

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

18,272,265 6,588,216 24,860,482 ─ 24,860,482

 (2) セグメント間の内部
   売上高又は振替高

630,924 143,014 773,938 (773,938) ─

計 18,903,190 6,731,231 25,634,421 (773,938) 24,860,482

営業利益 227,386 287,313 514,700 7,543 522,244
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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) 

  

 
(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 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) 7,707,988 25,045 7,733,033

Ⅱ 連結売上高(千円) 29,967,499

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

25.7 0.1 25.8

東南アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 7,476,696 21,154 7,497,850

Ⅱ 連結売上高(千円) 24,860,482

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

30.1 0.1 30.2
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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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