
  

１．平成22年12月期第２四半期の連結業績（平成22年１月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成22年12月期の連結業績予想（平成22年１月１日～平成22年12月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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        平成22年７月30日

上場会社名 伊勢化学工業株式会社 上場取引所 東 

コード番号 4107 ＵＲＬ http://www.isechem.co.jp/ 

代表者     （役職名） 代表取締役 社長執行役員（氏名）鎌田 俊 

問合せ先責任者 （役職名） 取締役 管理本部長 （氏名）岡山 和彦 （ＴＥＬ） （03）5847-0960 

四半期報告書提出予定日 平成22年８月13日 配当支払開始予定日 平成22年９月10日 

四半期決算補足説明資料作成の有無：無     

四半期決算説明会開催の有無      ：無     

  （百万円未満切捨て）

（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12月期第２四半期  7,412  15.4  1,112  393.1  980  －  572  －

21年12月期第２四半期  6,424  －  225  －  △93  －  △91  －

  
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12月期第２四半期        22.43        －

21年12月期第２四半期        △3.59        －

  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12月期第２四半期  21,789  17,042  78.2        667.10

21年12月期  21,260  16,682  78.5        652.99

（参考）自己資本 22年12月期第２四半期 17,042百万円 21年12月期 16,682百万円

  
年間配当金

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12月期 －             5.00 －           5.00        10.00

22年12月期 －             6.00

22年12月期（予想） －           6.00        12.00

  （％表示は、対前期増減率）

  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  15,000  9.1  2,100  127.8  1,900  611.6  1,100  674.6        43.06



４．その他 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

 新規       －社 （      －）  除外       －社 （      －） 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：無 

②  ①以外の変更              ：有 

 Ｐ3「２．その他の情報 (３)会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要」をご参照ください。 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短

信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きを実施しております。 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に記載されている業績の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。 

業績予想の前提条件及びその他関連する事項については、添付資料３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」を

ご覧ください。   

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年12月期２Ｑ 25,675,675株 21年12月期 25,675,675株

②  期末自己株式数 22年12月期２Ｑ 128,689株 21年12月期 127,504株

③  期中平均株式数（四半期累計） 22年12月期２Ｑ 25,547,581株 21年12月期２Ｑ 25,551,631株
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 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、輸出や生産の増加、政府の景気対策効果などにより緩やかに回

復しつつあるものの、引き続き設備投資や雇用情勢は厳しい状況にあるとともに、欧州での経済不安の波及が懸念さ

れるなど、本格的な回復には及ばない状況が続いております。 

  

 このような状況におきまして、当社グループの業績内容は、一昨年の金融危機による世界経済の急速な減速以後、

前第１四半期を底として回復し、当第２四半期におきましても堅調に推移しました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は74億１千２百万円（前年同期比15.4％増）、営業利益は11億１千

２百万円（前年同期比393.1％増）、経常利益は９億８千万円（前年同期は経常損失９千３百万円）、四半期純利益

は５億７千２百万円（前年同期は四半期純損失９千１百万円）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。  

  [ヨウ素及び天然ガス事業] 

    ヨウ素及び天然ガス事業では、売上高は56億４千３百万円（前年同期比6.0％増）、営業利益は13億１千７百

  万円（前年同期比67.9％増）となりました。 
  
  [金属化合物事業] 

    金属化合物事業では、売上高は17億１千４百万円（前年同期比64.9％増）、営業利益は８千９百万円（前年同

  期は営業損失２億７千９百万円）となりました。 
  
  [その他事業] 

   その他事業では、売上高は５千４百万円（前年同期比12.9％減）、営業利益は１千９百万円（前年同期比 

  0.5％増）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。 

  [日本] 

   国内では、売上高は66億５千２百万円（前年同期比19.6％増）、営業利益は10億６百万円（前年同期比  

  607.9％増）となりました。 
  
  [北アメリカ]  

   米国では、売上高は７億５千９百万円（前年同期比11.9％減）、営業利益は１億５百万円（前年同期比 

  26.6％増）となりました。  

  

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比較して５億２千８百万円増加の217億８千９百万

円となりました。 

 流動資産は前連結会計年度末と比較して８億２千３百万円増加の127億７千７百万円となりました。これは主に、

現金及び預金が２億１千３百万円、短期貸付金が５億９千７百万円増加した一方、受取手形及び売掛金が１億５千７

百万円減少したことによるものであります。 

 流動負債は前連結会計年度末と比較して３億４千７百万円増加の37億８千２百万円となりました。これは、未払法

人税等が３億３千９百万円増加したこと等によるものであります。 

 純資産は前連結会計年度末と比較して３億５千９百万円増加の170億４千２百万円となりました。これは、利益剰

余金が４億４千５百万円増加したこと等によるものであります。  
  

 当第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況は、営業活動におけるキャッシュ・フローの増加は16億２

千４百万円（前年同期は31億４千９百万円の増加）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益９億５千

万円及び減価償却費６億１千万円の計上等によるものであります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローの資金の減少は６億５千４百万円（前年同期は12億７千７百万円の減少）とな

りました。これは主に、ヨウ素及び天然ガス事業の設備投資に伴う有形固定資産の取得による支出７億４千８百万円

によるものであります。 

 財務活動によるキャッシュ・フローの資金の減少は１億２千９百万円（前年同期は２億４千４百万円の増加）とな

りました。これは主に、配当金の支払１億２千７百万円によるものであります。 

 以上の結果、現金及び現金同等物の当第２四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末残高より８億１千万円

増加して、61億９千７百万円となりました。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

（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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 業績予想につきましては、平成22年４月28日に公表しました、「平成22年12月期 第1四半期決算短信」に記載の平

成22年12月期の連結業績予想（平成22年１月１日～平成22年12月31日）との差異が生じたため、平成22年７月23日に

連結及び個別ともに業績予想を修正し、「業績予想の修正に関するお知らせ」を開示いたしましたのでご参照くださ

い。  

  

 なお、当該業績予想につきましては、現時点において入手可能な情報に基づいて算出しておりますが、需要動向の

変化等多分に不確定な要素を含んでおります。従いまして、実際の業績は種々の要素により現時点での予想と乖離す

る可能性がありますのでご承知おきください。 

    

 該当事項はありません。 

  

１．簡便な会計処理 

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第２四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 経過勘定項目の算定方法 

 一部の経過勘定項目の算定方法について、合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっておりま

す。 

③ 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おりま

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、かつ、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ため、前連結会計年度決算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り算定しております。 

  

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

原価差異の繰延処理 

 定期的な修繕が特定の四半期に行われるために発生する原価差異は、予定原価が年間を基礎に設定されて

おり、原価計算期間末までに解消が見込まれるため、当該原価差異を流動負債として繰り延べております。

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報

２．その他の情報

（１）重要な子会社の異動の概要

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要
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１．資産除去債務に関する会計基準の適用 

「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）が、平成22年３月31日以前に開始

する連結会計年度に係る連結財務諸表から適用できることとなったことに伴い、第１四半期連結会計期間から

同会計基準及び同適用指針を適用しております。 

 当社グループでは、ヨウ素の主原料である地下かん水の採取設備について、除去に係る費用を合理的に見積

り、資産除去債務を計上しております。  

 これにより営業利益及び経常利益は723千円減少し、税金等調整前四半期純利益は65,356千円減少しており

ます。 

 なお、セグメント情報に与える影響については、当該箇所に記載しております。 

  

２．減価償却方法の変更 

 従来、当社の有形固定資産の減価償却方法は定率法（建物を除く）によっておりましたが、第１四半期連結

会計期間より定額法に変更いたしました。  

 この変更は主に、今期、新設備の本格稼動に伴い、生産の実態等に合わせ期間損益計算のより適正化を図る

こと、及び在外子会社との会計処理の整合性を図ることを目的に行うものであります。 

 これにより営業利益は246,860千円増加し、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は301,718千円増加して

おります。 

 なお、セグメント情報に与える影響については、当該箇所に記載しております。  

  

３．追加情報 

 （退職給付引当金） 

 当社は、確定拠出年金法の施行に伴い、平成22年４月１日付で税制適格年金制度の全て及び退職一時金制度

の一部について確定拠出年金制度へ改定し、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適

用指針第１号）を適用しております。 

 本改定に伴う影響額は、当第２四半期連結累計期間の特別利益（退職給付制度改定益）として34,111千円計

上されております。 

  

 該当事項はありません。 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年６月30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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,199,989 986,466

受取手形及び売掛金 3,921,532 4,079,430

商品及び製品 1,391,408 1,578,272

仕掛品 376,434 364,353

原材料及び貯蔵品 548,062 296,583

短期貸付金 4,997,193 4,400,021

その他 344,999 251,333

貸倒引当金 △1,828 △1,744

流動資産合計 12,777,792 11,954,715

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,371,530 2,306,948

機械装置及び運搬具（純額） 3,811,941 4,097,042

土地 1,291,460 1,261,652

建設仮勘定 632,852 622,607

その他（純額） 162,818 160,794

有形固定資産合計 8,270,603 8,449,046

無形固定資産   

その他 178,231 180,883

無形固定資産合計 178,231 180,883

投資その他の資産   

繰延税金資産 408,525 524,836

その他 153,855 151,013

貸倒引当金 △2 △2

投資その他の資産合計 562,378 675,848

固定資産合計 9,011,214 9,305,778

資産合計 21,789,006 21,260,493
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年６月30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12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 937,757 943,716

短期借入金 1,200,000 1,200,000

未払金 1,024,530 902,649

未払法人税等 339,985 －

賞与引当金 88,500 87,500

役員賞与引当金 2,879 5,759

その他 188,770 295,264

流動負債合計 3,782,422 3,434,889

固定負債   

退職給付引当金 691,035 986,818

役員退職慰労引当金 14,050 57,973

資産除去債務 114,751 －

その他 144,248 98,212

固定負債合計 964,085 1,143,004

負債合計 4,746,507 4,577,894

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,599,819 3,599,819

資本剰余金 3,931,607 3,931,607

利益剰余金 10,314,220 9,869,050

自己株式 △88,111 △87,473

株主資本合計 17,757,536 17,313,004

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △5,883 △4,226

為替換算調整勘定 △709,153 △626,178

評価・換算差額等合計 △715,037 △630,404

純資産合計 17,042,499 16,682,599

負債純資産合計 21,789,006 21,260,493
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 6,424,536 7,412,283

売上原価 5,584,665 5,666,187

売上総利益 839,871 1,746,096

販売費及び一般管理費 614,283 633,766

営業利益 225,587 1,112,330

営業外収益   

受取利息 2,844 4,764

受取配当金 540 413

為替差益 2,350 －

受取技術料 12,500 12,500

法人税等還付加算金 11,317 784

その他 6,810 17,586

営業外収益合計 36,363 36,048

営業外費用   

支払利息 4,755 3,598

休止固定資産減価償却費等 349,992 145,955

その他 953 18,004

営業外費用合計 355,701 167,558

経常利益又は経常損失（△） △93,750 980,821

特別利益   

固定資産売却益 130 29,213

退職給付制度改定益 － 34,111

特別利益合計 130 63,324

特別損失   

固定資産除却損 21,306 28,055

投資有価証券評価損 － 468

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 64,633

特別損失合計 21,306 93,158

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（△）

△114,927 950,987

法人税、住民税及び事業税 21,713 326,266

法人税等調整額 △44,785 51,809

法人税等合計 △23,072 378,076

四半期純利益又は四半期純損失（△） △91,855 572,911
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年６月30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（△）

△114,927 950,987

減価償却費 1,164,186 610,852

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 64,633

貸倒引当金の増減額（△は減少） 288 84

退職給付引当金の増減額（△は減少） △25,902 △307,640

賞与引当金の増減額（△は減少） △22,000 1,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △9,120 △2,879

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,699 △43,923

受取利息及び受取配当金 △3,385 △5,178

支払利息 4,755 3,598

有形固定資産売却損益（△は益） － △29,213

売上債権の増減額（△は増加） 1,104,296 144,044

たな卸資産の増減額（△は増加） 617,618 △83,199

仕入債務の増減額（△は減少） 201,868 172,804

その他 △145,385 129,688

小計 2,773,992 1,605,659

利息及び配当金の受取額 3,385 5,178

利息の支払額 △4,621 △3,770

法人税等の支払額 △3,155 △10,838

法人税等の還付額 380,223 28,021

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,149,824 1,624,250

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の売却による収入 － 98,969

有形固定資産の取得による支出 △1,266,297 △748,763

無形固定資産の取得による支出 △9,562 △5,135

その他 △1,237 △60

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,277,097 △654,989

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 400,000 －

配当金の支払額 △153,319 △127,740

その他 △1,777 △1,994

財務活動によるキャッシュ・フロー 244,903 △129,735

現金及び現金同等物に係る換算差額 26,384 △28,830

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,144,014 810,695

現金及び現金同等物の期首残高 2,718,545 5,386,487

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,862,560 6,197,183
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 該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日） 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年６月30日） 

 （注）１ 事業区分は売上集計区分によっておりますが、天然ガスは、ヨウ素の主原料である地下かん水採取に随伴し

て生産されるため同一のセグメントとしております。 

２ 各事業の主要な製品 

(1) ヨウ素及び天然ガス事業………ヨウ素、ヨウ素化合物並びに天然ガス 

(2) 金属化合物事業…………………塩化ニッケル、水酸化コバルト等 

(3) その他事業………………………その他化合物等 

３ 会計処理方法の変更 

(1) 資産除去債務に関する会計基準の適用  

 「会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要」１．に記載のとおり、第１四半期連結会計期間より、

「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用しております。  

  これにより営業利益はセグメント別にヨウ素及び天然ガス事業で723千円減少しております。 

(2) 減価償却方法の変更 

 「会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要」２．に記載のとおり、従来、当社の有形固定資産の減

価償却方法は定率法（建物を除く）によっておりましたが、第１四半期連結会計期間より定額法に変更いた

しました。  

  これにより営業利益はセグメント別にヨウ素及び天然ガス事業で201,773千円、金属化合物事業で 

 39,167千円、消去又は全社で5,919千円増加しております。  

  

（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〕

  
ヨウ素及び 
天然ガス事業
（千円） 

金属化合物
事業 

（千円） 

その他事業
（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  5,321,846  1,039,855  62,834  6,424,536  －  6,424,536

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  －  － (－)  －

計  5,321,846  1,039,855  62,834  6,424,536 (－)  6,424,536

営業利益又は 

営業損失（△） 
 784,722  △279,316  19,085  524,491 (298,904)  225,587

  
ヨウ素及び 
天然ガス事業
（千円） 

金属化合物
事業 

（千円） 

その他事業
（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  5,643,315  1,714,260  54,707  7,412,283  －  7,412,283

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  －  － (－)  －

計  5,643,315  1,714,260  54,707  7,412,283 (－)  7,412,283

営業利益  1,317,153  89,708  19,188  1,426,049 (313,719)  1,112,330
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前第２四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日） 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年６月30日） 

 （注）１ 国又は地域の区分の方法及び区分に属する主な国又は地域 

     (1) 国又は地域の区分の方法  

       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 

       北アメリカ…………米国 

    ２ 会計処理方法の変更  

     (1) 資産除去債務に関する会計基準の適用  

 「会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要」１．に記載のとおり、第１四半期連結会計期間より、

「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用しております。  

  これにより営業利益は日本で723千円減少しております。 

     (2) 減価償却方法の変更 

 「会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要」２．に記載のとおり、従来、当社の有形固定資産の減

価償却方法は定率法（建物を除く）によっておりましたが、第１四半期連結会計期間より定額法に変更いた

しました。  

  これにより営業利益は日本で246,860千円増加しております。  

  

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本

（千円） 
北アメリカ
（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  5,562,706  861,830  6,424,536  －  6,424,536

(2）
セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 －  －  － (－)  －

  計  5,562,706  861,830  6,424,536 (－)  6,424,536

 営業利益  142,239  83,347  225,587  －  225,587

  
日本

（千円） 
北アメリカ
（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  6,652,765  759,517  7,412,283  －  7,412,283

(2）
セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 －  －  － (－)  －

  計  6,652,765  759,517  7,412,283 (－)  7,412,283

 営業利益  1,006,844  105,485  1,112,330  －  1,112,330
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前第２四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日） 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年６月30日） 

 （注）１ 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) 国又は地域の区分の方法 

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 

①北アメリカ……米国 

②ヨーロッパ……イギリス、フランス、ドイツ等 

③アジア…………インド、中国、台湾、韓国等 

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。 

３ 前第２四半期連結累計期間において「その他の地域」と表示しておりました地域は、「アジア」に表示を変

更いたしました。   

  

 該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕

  北アメリカ ヨーロッパ その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  861,830  1,014,379  1,009,263  2,885,473

Ⅱ 連結売上高（千円）        6,424,536

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 13.4  15.8  15.7  44.9

  北アメリカ ヨーロッパ アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  718,958  1,077,676  865,466  2,662,101

Ⅱ 連結売上高（千円）     7,412,283

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 9.7  14.5  11.7  35.9

（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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