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1.  平成22年5月期第3四半期の連結業績（平成21年6月1日～平成22年2月28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5月期第3四半期 5,065 △6.2 215 ― 284 ― 457 ―

21年5月期第3四半期 5,401 △27.8 △212 ― △144 ― △327 ―

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5月期第3四半期 61.21 ―

21年5月期第3四半期 △43.85 ―

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5月期第3四半期 9,298 6,513 68.9 857.83
21年5月期 9,797 6,211 61.9 812.33

（参考） 自己資本   22年5月期第3四半期  6,408百万円 21年5月期  6,068百万円

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5月期 ― 10.00 ― 6.00 16.00
22年5月期 ― 8.00 ―

22年5月期 
（予想）

8.00 16.00

3.  平成22年5月期の連結業績予想（平成21年6月1日～平成22年5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  
（注）詳細は、４ページ【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をご覧下さい。 

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 7,000 2.5 350 ― 450 ― 650 ― 87.01
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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  
（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 

上記に記載した予想数値は、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。実際の業績等は、業 
況の変化等により、上記予想数値と異なる場合がございます。 
なお、上記予想に関する事項は４ページをご参照ください。 

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5月期第3四半期 7,480,000株 21年5月期  7,480,000株

② 期末自己株式数 22年5月期第3四半期  9,759株 21年5月期  9,359株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年5月期第3四半期 7,470,441株 21年5月期第3四半期 7,470,852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、金融危機の影響による景気の悪化は持ち直しつつあるものの、

企業収益の低迷や設備投資の減少、雇用環境が改善されない事や円高、デフレなどの課題もあり今後も依然として厳

しい状況となっており、先行き不透明な状況が続いております。 

 当業界におきましては、景気刺激策などにより関連市場の需要はゆるやかな回復傾向にあり、パソコン、薄型テレ

ビなどのデジタル家電部品や車載部品の出荷は堅調に推移しつつあるものの、企業収益は依然として厳しい状況とな

っております。 

 このような環境下にあって当社グループは、積極的な営業活動を展開し環境に優しい関連薬品及び半導体関連薬品

の新規顧客の獲得に注力するとともに、徹底したコストの低減と業務の効率化を図り収益の確保に努めてまいりまし

た。 

 その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は50億６千５百万円（前年同四半期比6.2％減）、営業利益は２億

１千５百万円（前年同四半期は２億１千２百万円の営業損失）、経常利益は２億８千４百万円（前年同四半期は１億

４千４百万円の経常損失）、四半期純利益は４億５千７百万円（前年同四半期は３億２千７百万円の四半期純損失）

となりました。 

  

 当第３四半期連結累計期間における事業の種類別セグメントの概況は次のとおりであります。 

  

＜表面処理薬品事業＞ 

 当第３四半期連結累計期間の表面処理薬品事業の売上高は46億７千９百万円（前年同四半期比7.0％増）、営業利

益は８億３千万円（同110.6％増）となりました。 

 なお、区分別販売実績は次のとおりであります。 

（プリント配線板処理薬品） 

 プリント配線板処理薬品につきましては、当社主力製品である硫酸銅めっき用添加剤の出荷は海外輸出向けを中心

に堅調に推移したものの、国内の他の薬品出荷が未だ低迷しており売上回復までは至らず厳しい状況となりました。

 その結果、売上高は22億６千７百万円（同2.9％減）となりました。 

（電子部品等めっき薬品） 

 電子部品等めっき薬品につきましては、当社主力製品であるチップ部品用すずめっき添加剤は国内外においては市

場の低迷などにより売上高は伸び悩みましたが、半導体関連薬品は海外への輸出増により堅調に推移いたしました。

 その結果、売上高は22億３千６百万円（同18.8％増）となりました。 

（受託加工等） 

 受託加工等の売上高は１億７千５百万円（同12.3％増）となりました。 

  

＜機械装置事業＞ 

 機械装置事業につきましては、新たなビジネス展開を図るべく、既存装置の性能向上及びコスト削減を目的とした

改良・改善を推し進め、競争力の強化に注力してまいりましたが、企業収益の低迷による設備投資の抑制が継続して

おり厳しい状況で推移いたしました。 

 その結果、当第３四半期連結累計期間の機械装置事業の売上高は３億８千５百万円（前年同四半期比63.2％減）、

営業損失は１億３千４百万円（前年同四半期は１億１千６百万円の営業損失）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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当第３四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べて４億９千９百万円減少の92億９千８百万円、純資産は

３億１百万円増加の65億１千３百万円となり、自己資本比率は68.9％となりました。 

 
（キャッシュ・フローの状況） 

当第３四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）は前連結会計年度末に比べ９億 

６千３百万円減少し17億７千８百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動により減少した資金は２億１千９百万円（前年同四半期連結累計期間は６千８百万円の増加）となりまし

た。これは主に税金等調整前四半期純利益２億７千１百万円、仕入債務の増加３億２千５百万円による増加と売上債

権の増加７億４百万円、棚卸資産の増加９千９百万円による減少の結果であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動により増加した資金は２億８千７百万円（前年同四半期連結累計期間は２億１千１百万円の減少）となり 

ました。これは主に有形固定資産取得による支出８千８百万円による減少と定期預金の解約による収入７千２百万 

円、有形固定資産売却による収入１億３千３百万円、投資有価証券の売却による収入７千３百万円、保険積立金の解

約による収入１億４百万円の増加の結果であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動により減少した資金は10億５百万円（前年同四半期連結累計期間は４億３千４百万円の減少）となり 

ました。これは主に短期借入金の返済による支出４億８千万円、長期借入金の返済による支出３億８千万円、配 

当金の支払額１億２百万円による減少の結果であります。  

  連結業績予想につきましては、表面処理薬品事業においては堅調に推移しているものの、機械装置事業においては

企業収益の低迷による設備投資の抑制から厳しい状況が続くものと予想されます。当社グループにおいては収益確保

を 重要課題として新規顧客の獲得や徹底したコスト低減に注力してまいりました。その結果、機器装置事業は減収

となりますが、表面処理薬品事業の増収により、営業利益、経常利益及び当期純利益につきましては、営業利益３億

５千万円、経常利益４億５千万円、当期純利益６億５千万円を見込んでおります。 

  なお、売上高につきましては、当初の予想通り通期70億円を見込んでおります。 

 該当事項はありません。  

１．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関して当社及び一部の連結子会社は、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出する方法によっておりま

す。 

 また、貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法によっております。 

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

  該当事項はありません。  

 有形固定資産の減価償却方法の変更 

 従来、当社及び連結子会社は有形固定資産の減価償却方法については、主として定率法を採用しておりまし 

たが、第１四半期連結会計期間より当社及び一部の連結子会社については、定額法に変更しております。 

 これは、一連の構造改革による拠点統合に伴い、当社の製品ライフサイクルに基づく有形固定資産の稼動状 

況の見直しを行った結果、主要な設備について陳腐化のリスクがほとんどなく投資効果は長期にわたり発生す 

ると予想され、さらに修繕費等の設備維持コストも長期安定的な発生が見込まれることから、有形固定資産の 

稼動状況の実態を反映して期間損益計算をより適正に行うためであります。これにより、従来の方法によった 

場合と比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ

60,204千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。  

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

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
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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22年２月28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５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,960,936 2,997,295

受取手形及び売掛金 2,451,523 1,754,746

商品及び製品 363,702 328,189

仕掛品 98,493 3,277

原材料及び貯蔵品 135,413 172,231

繰延税金資産 142,801 75,466

その他 88,260 224,962

貸倒引当金 △1,896 △2,170

流動資産合計 5,239,235 5,553,998

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 904,310 932,988

機械装置及び運搬具（純額） 386,036 398,585

土地 1,907,770 2,045,710

その他（純額） 99,677 118,262

有形固定資産合計 3,297,795 3,495,547

無形固定資産   

ソフトウエア 68,002 82,812

その他 6,246 10,089

無形固定資産合計 74,248 92,901

投資その他の資産   

投資有価証券 120,780 156,586

繰延税金資産 234,202 91,676

その他 425,734 484,652

貸倒引当金 △93,761 △77,850

投資その他の資産合計 686,956 655,065

固定資産合計 4,058,999 4,243,514

資産合計 9,298,235 9,797,513
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年２月28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５月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,012,598 690,985

短期借入金 450,000 930,000

1年内返済予定の長期借入金 － 139,996

1年内償還予定の社債 50,000 50,000

未払法人税等 35,002 513

賞与引当金 69,812 73,265

製品保証引当金 8,736 20,893

その他 203,970 284,719

流動負債合計 1,830,119 2,190,371

固定負債   

社債 175,000 200,000

長期借入金 － 240,016

退職給付引当金 682,505 773,417

役員退職慰労引当金 78,254 160,343

その他 19,273 21,736

固定負債合計 955,033 1,395,513

負債合計 2,785,152 3,585,885

純資産の部   

株主資本   

資本金 933,600 933,600

資本剰余金 656,765 656,765

利益剰余金 4,952,858 4,600,182

自己株式 △6,800 △6,644

株主資本合計 6,536,422 6,183,903

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △12,101 △23,848

為替換算調整勘定 △116,121 △91,442

評価・換算差額等合計 △128,223 △115,290

少数株主持分 104,884 143,015

純資産合計 6,513,083 6,211,628

負債純資産合計 9,298,235 9,797,513
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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６月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成22年２月28日) 

売上高 5,401,912 5,065,665

売上原価 3,694,577 3,138,628

売上総利益 1,707,334 1,927,036

販売費及び一般管理費 1,919,362 1,711,222

営業利益又は営業損失（△） △212,027 215,813

営業外収益   

受取利息 4,074 1,091

受取配当金 4,182 3,235

業務受託手数料 20,250 19,050

保険解約返戻金 13,813 34,406

その他 42,447 36,906

営業外収益合計 84,767 94,690

営業外費用   

支払利息 7,022 10,795

手形売却損 5,047 －

為替差損 3,650 867

業務受託費用 － 12,144

その他 1,585 2,449

営業外費用合計 17,306 26,256

経常利益又は経常損失（△） △144,566 284,248

特別利益   

投資有価証券売却益 18,189 17,278

その他 － 1,465

特別利益合計 18,189 18,743

特別損失   

有形固定資産売却損 － 4,139

固定資産除却損 10,783 6,013

投資有価証券評価損 70,183 366

のれん減損損失 62,572 －

確定拠出年金移行損失 50,770 －

貸倒引当金繰入額 － 14,737

その他 1,719 6,270

特別損失合計 196,029 31,527

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△322,406 271,464

法人税、住民税及び事業税 2,012 32,900

法人税等調整額 11,052 △208,422

法人税等合計 13,065 △175,522

少数株主損失（△） △7,843 △10,274

四半期純利益又は四半期純損失（△） △327,628 457,261
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年12月１日 
 至 平成22年２月28日) 

売上高 935,858 1,617,914

売上原価 743,187 992,154

売上総利益 192,670 625,759

販売費及び一般管理費 551,852 548,518

営業利益又は営業損失（△） △359,182 77,240

営業外収益   

受取利息 546 561

受取配当金 1,724 1,159

業務受託手数料 6,750 6,150

保険解約返戻金 10,248 476

その他 19,311 2,517

営業外収益合計 38,581 10,863

営業外費用   

支払利息 1,555 4,555

手形売却損 1,427 －

為替差損 6,997 4,587

業務受託費用 － 12,144

その他 215 △1,565

営業外費用合計 10,196 19,721

経常利益又は経常損失（△） △330,797 68,383

特別利益   

投資有価証券売却益 1,262 －

貴金属地金売却益 － 1,465

特別利益合計 1,262 1,465

特別損失   

有形固定資産売却損 － 4,139

固定資産除却損 1,866 2,294

投資有価証券評価損 35,282 262

投資有価証券売却損 － 3,363

確定拠出年金移行損失 50,770 －

貸倒引当金繰入額 － 4,411

その他 1,719 419

特別損失合計 89,639 14,890

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△419,174 54,959

法人税、住民税及び事業税 △104,417 10,486

法人税等調整額 △7,210 467

法人税等合計 △111,628 10,954

少数株主損失（△） △7,239 △2,354

四半期純利益又は四半期純損失（△） △300,307 46,359
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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６月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成22年２月28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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△322,406 271,464

減価償却費 296,066 154,238

のれん償却額 70,180 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,002 15,637

賞与引当金の増減額（△は減少） △154,516 △3,452

退職給付引当金の増減額（△は減少） △41,377 △91,381

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,792 △82,089

受取利息及び受取配当金 △8,256 △4,326

支払利息 7,022 10,795

為替差損益（△は益） 10,593 2,162

投資有価証券評価損 70,183 366

投資有価証券売却損益（△は益） － △13,915

有形固定資産売却損益（△は益） － 4,139

固定資産除却損 10,783 6,013

売上債権の増減額（△は増加） 1,408,097 △704,989

たな卸資産の増減額（△は増加） △42,086 △99,329

仕入債務の増減額（△は減少） △910,424 325,474

未払金の増減額（△は減少） △49,379 △89,230

その他 △147,821 595

小計 204,450 △297,827

利息及び配当金の受取額 8,143 4,378

利息の支払額 △7,498 △10,029

法人税等の還付額 － 88,134

法人税等の支払額 △136,552 △4,110

営業活動によるキャッシュ・フロー 68,543 △219,454

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の純増減額（△は増加） △58,038 72,622

有形固定資産の取得による支出 △161,665 △88,388

有形固定資産の売却による収入 － 133,800

無形固定資産の取得による支出 △24,831 △7,970

投資有価証券の取得による支出 △34,291 △3,908

投資有価証券の売却による収入 66,060 73,216

保険積立金の解約による収入 － 104,810

その他 834 3,225

投資活動によるキャッシュ・フロー △211,932 287,407

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） 100,000 △480,000

長期借入金の返済による支出 △68,607 △380,012

社債の償還による支出 △300,000 △25,000

配当金の支払額 △146,834 △102,746

少数株主への配当金の支払額 △18,915 △17,280

その他 △591 △156

財務活動によるキャッシュ・フロー △434,947 △1,005,194

現金及び現金同等物に係る換算差額 △44,857 △26,495

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △623,194 △963,736

現金及び現金同等物の期首残高 2,059,615 2,742,672

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,436,421 1,778,936
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 該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結会計期間（自平成20年12月１日 至平成21年２月28日） 

当第３四半期連結会計期間（自平成21年12月１日 至平成22年２月28日） 

（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〕

  
表面処理薬品事業

（千円） 
機械装置事業 
（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  830,585  105,273  935,858  ―  935,858

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
― ― ―  ― ―

計  830,585  105,273  935,858  ―  935,858

営業損失（△）  △90,085  △115,267  △205,353  (153,829)  △359,182

  
表面処理薬品事業

（千円） 
機械装置事業 
（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  1,501,790  116,124  1,617,914  －  1,617,914

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ － －  － －

計  1,501,790  116,124  1,617,914  －  1,617,914

営業利益又は営業損失（△）  296,370  △55,833  240,537  (163,296)  77,240
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前第３四半期連結累計期間（自平成20年６月１日 至平成21年２月28日） 

当第３四半期連結累計期間（自平成21年６月１日 至平成22年２月28日） 

 （注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各事業の主な内容は、次のとおりであります。 

①表面処理薬品事業……表面処理薬品の製造販売及び受託加工等 

②機械装置事業……プリント配線板等の製造装置・関連機器の製造販売等 

３．会計処理の方法の変更 

 前第３四半期連結累計期間 

（棚卸資産の評価に関する基準）  

 「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、第１四半期連結

会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）を適用し

ております。この変更による各事業の営業利益又は営業損失に与える影響は軽微であります。  

 当第３四半期連結累計期間 

（有形固定資産の減価償却の方法の変更） 

 「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」に記載のとおり、第１四

半期連結会計期間より有形固定資産の減価償却方法について定率法から定額法に変更をしております。こ

の変更により、当第３四半期連結累計期間の表面処理薬品事業の営業利益は60,204千円増加しておりま

す。また、機械装置事業の営業損失への影響は軽微であります。   

４．追加情報 

 前第３四半期連結累計期間 

（有形固定資産の耐用年数の変更）  

 法人税法の改正(所得税法等の一部を改正する法律 平成20年４月30日 法律第23号)に伴い、法定耐用年

数が見直されました。これにより、機械装置については耐用年数を短縮して減価償却費を算定する方法に

変更しております。この変更により表面処理薬品事業の営業利益は42,407千円減少しております。また、

機械装置事業の営業損失への影響はありません。 

 当第３四半期連結累計期間 

   (売上原価、販売費及び一般管理費の区分) 

 「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」に記載のとおり、従来、

売上原価、販売費及び一般管理費として計上されていた物流センターに係る費用を営業外費用の「業務受

託費用」として計上しております。 

 これにより、当連結累計期間の表面処理薬品事業の営業利益は12,143千円増加しております。また、機

械装置事業の営業損失への影響はありません。  

  
表面処理薬品事業

（千円） 
機械装置事業 
（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  4,375,068  1,026,843  5,401,912  ―  5,401,912

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
―  22,024  22,024  (22,024) ―

計  4,375,068  1,048,867  5,423,936  (22,024)  5,401,912

営業利益又は営業損失（△）  394,243  △116,161  278,082  (490,110)  △212,027

  
表面処理薬品事業

（千円） 
機械装置事業 
（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  4,679,818  385,846  5,065,665  －  5,065,665

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－  －  －  － －

計  4,679,818  385,846  5,065,665  －  5,065,665

営業利益又は営業損失（△）  830,238  △134,083  696,155  (480,341)  215,813
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前第３四半期連結累計期間（自平成20年６月１日 至平成21年２月28日） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。  

当第３四半期連結累計期間（自平成21年６月１日 至平成22年２月28日） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。  

前第３四半期連結会計期間（自平成20年12月１日 至平成21年２月28日） 

当第３四半期連結会計期間（自平成21年12月１日 至平成22年２月28日） 

前第３四半期連結累計期間（自平成20年６月１日 至平成21年２月28日） 

当第３四半期連結累計期間（自平成21年６月１日 至平成22年２月28日） 

（注）１．海外売上高は、アジア地域のみであり、地域の主な内訳は次のとおりであります。 

香港、台湾、韓国 

２．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。 

  

  該当事項はありません。 

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

  アジア 計   

Ⅰ 海外売上高（千円）  148,802  148,802

Ⅱ 連結売上高（千円）    935,858

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  15.9  15.9

  アジア 計   

Ⅰ 海外売上高（千円）  305,518  308,518

Ⅱ 連結売上高（千円）    1,617,914

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  18.9  18.9

  アジア 計   

Ⅰ 海外売上高（千円）  917,216  917,216

Ⅱ 連結売上高（千円）    5,401,912

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  17.0  17.0

  アジア 計   

Ⅰ 海外売上高（千円）  935,237  935,237

Ⅱ 連結売上高（千円）    5,065,665

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  18.5  18.5

（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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