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当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、新興国経済の回復などにより緩やかな持ち直しが

見られる一方、欧米の通貨安基調に伴う円高傾向が加速する等、依然として先行きが不透明な状況で推移

致しました。 

 この経営環境の下、当社グループの情報通信・ネットワーク市場は、当社製品と関係の深いパソコン市

場の拡大が鈍化するものの、iPadや新型スマートフォンといった新しいWiFi対応製品の発売に重ね、テレ

ビ、ゲーム機器等の家電製品のネットワーク対応が進んだ事、インターネットサービスプロバイダ向け無

線ルータの受注やネットワークカメラ等の法人向け製品に注力した事から、堅調に推移してまいりまし

た。 

 一方、金融市場におきましては欧米の通貨安基調に伴う円高ドル安で推移し、約６年半振りとなる為替

介入が実施され一時的な為替変動率が高まるものの、総じて為替変動率は低調な動きとなりました。この

状況の下当社は、レバレッジ規制に備えた各種キャンペーンやiPad、iPhone、Android対応の取引ツール

の発表等、顧客獲得施策が功を奏し、口座数は前年同期比56.8％増の84,967口座、預り残高は前年同期比

45.7％増の10,173百万円と順調に推移致しました。 

  

以上の状況において、当第３四半期連結累計期間の売上高は前年同期比31.1％増の7,222,874千円とな

りました。連結経常利益は前年同期比36.9％増の1,468,849千円、連結四半期純利益は前年同期比0.7％増

の674,960千円となりました。   

  

事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

① 情報通信・ネットワーク事業関連製品事業 

  当事業部門におきましては、売上高は前年同期比47.0％増の3,060,677千円となりました。 

② 金融サービス事業 

  当事業部門におきましては、売上高は前年同期比13.7％増の3,894,840千円となりました。 

③ その他の事業 

 当事業部門におきましては、売上高は267,356千円となりました。 

  

＜資産＞ 

 資産合計は前連結会計年度末比4,544,769千円増の17,870,619千円であります。主な増減は、現金及び

預金が259,962千円増の2,246,455千円であります。売掛金は140,823千円減の597,059千円であります。 

 一方、店頭外国為替証拠金取引については、前連結会計年度における「外国為替差入証拠金」に相当す

る金額のうち、平成21年８月１日に施行された「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内

閣府令」に基づき、これを「外国為替取引顧客区分管理信託」として独立掲記し、その他は「差入保証

金」及び「預金」に含めて記載しております。当第３四半期連結会計期間末の「外国為替取引顧客区分管

理信託」、「差入保証金」及び「預金」と、前連結会計年度における「外国為替差入証拠金」の増減は、

3,441,905千円の増加となっております。 

 詳細は、「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(表示方法の変

更)」に記載のとおりであります。 

  

＜負債＞ 

 負債合計は前連結会計年度末比4,078,459千円増の12,683,718千円であります。主な増減を見ていきま

すと、短期借入金が150,000千円増の300,000千円、未払法人税等は444,155千円増の484,867千円でありま

す。外国為替受入証拠金は3,137,693千円増の10,198,997千円であります。  

  

＜純資産＞ 

純資産合計は、466,309千円増の5,186,900千円となりました。主な増減を見ていきますと、利益剰余金

は674,960千円増の2,262,383千円となりました。これは四半期純利益674,960千円が影響しております。

また、少数株主持分は20,182千円増の58,232千円となりました。  

  

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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平成22年12月期の通期の業績の見通しにつきましては、平成22年7月27日に開示致しました「業績予想

の修正に関するお知らせ」で発表した数値から変更しておりません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(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。 

  

１．簡便な会計処理  

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 

  繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、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ているので、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おります。 

  

 （会計処理の変更）  

 １．顧客を相手方とする外国為替証拠金取引の会計処理  

 平成21年８月１日に施行された「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府   

 令」に基づき、当連結会計年度より、顧客から店頭外国為替証拠金取引の証拠金として預託された 

 金銭は、金融商品取引法第43条の３第１項並びに金融商品取引業に関する内閣府令第143条第１項第 

 １号に定める金銭預託（顧客区分管理預託）により、自己の固有財産として管理しなければなら  

 ず、店頭外国為替証拠金取引に係る顧客からの預託金の区分管理方法は、信託会社又は信託業務を 

 営む金融機関への金銭預託へと一本化されております。  

  

 第２四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号平成20年12 

 月26日)、「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針  

 第10号 平成20年10月26日)を適用しております。  

  

  （表示方法の変更） 

 １．四半期連結貸借対照表関係 

 前第３四半期連結会計期間における「外国為替差入証拠金」に相当する金額のうち、平成21年８  

 月１日に施行された「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」に基づき、 

 平成22年２月１日より、顧客から店頭外国為替証拠金取引の証拠金として預託された金銭を、自己 

 の固有財産と区分して管理することとなったため、第１四半期連結会計期間より、これを「外国為 

 替取引顧客区分管理信託」として独立掲記し、その他は「差入保証金」及び「預金」に含めて記載 

 しております。 

  

 ２．四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係 

  

 連結貸借対照表の表示の変更に伴い、各科目の表示を変更しております。 

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

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

 ２．「企業結合に関する会計基準」等の適用
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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３四半期連結会計期間末
(平成22年９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 2,246,455 1,986,493

売掛金 597,059 737,883

製品 626,833 329,728

仕掛品 30,264 44,365

原材料及び貯蔵品 8,549 5,208

外国為替差入証拠金 － 7,667,011

外国為替取引顧客区分管理信託 8,061,000 －

差入保証金 2,654,944 －

支払差金勘定 2,317,551 983,132

繰延税金資産 147,101 252,965

その他 173,758 426,130

貸倒引当金 △33,718 △22,115

流動資産合計 16,829,799 12,410,803

固定資産

有形固定資産

建物 54,403 41,881

減価償却累計額 △19,294 △14,451

建物（純額） 35,108 27,430

車両運搬具 11,155 10,584

減価償却累計額 △8,314 △5,785

車両運搬具（純額） 2,840 4,798

工具、器具及び備品 840,965 578,514

減価償却累計額 △459,572 △333,143

工具、器具及び備品（純額） 381,393 245,371

建設仮勘定 529 －

有形固定資産合計 419,871 277,600

無形固定資産

ソフトウエア 126,970 114,499

のれん 8,134 －

その他 2,234 2,278

無形固定資産合計 137,339 116,777

投資その他の資産

投資有価証券 272,765 295,505

差入保証金 3,768 3,232

繰延税金資産 19,122 26,836

その他 229,187 238,595

貸倒引当金 △41,234 △43,499

投資その他の資産合計 483,608 520,669

固定資産合計 1,040,820 915,047

資産合計 17,870,619 13,325,850
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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９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

買掛金 662,479 646,116

短期借入金 300,000 150,000

1年内返済予定の長期借入金 3,996 3,996

未払法人税等 484,867 40,711

未払金 349,784 340,530

賞与引当金 21,473 8,143

返品調整引当金 5,380 4,027

外国為替受入証拠金 10,198,997 7,061,303

オプション負債 108,840 76,577

その他 388,942 134,498

流動負債合計 12,524,761 8,465,904

固定負債

長期借入金 108,510 111,840

関係会社整理損失引当金 10,328 22,974

負ののれん － 4,539

繰延税金負債 40,084 －

固定負債合計 158,922 139,354

特別法上の準備金

金融商品取引責任準備金 33 －

特別法上の準備金 33 －

負債合計 12,683,718 8,605,259

純資産の部

株主資本

資本金 2,090,287 2,067,229

資本剰余金 1,400,941 1,567,423

利益剰余金 2,262,383 1,587,422

自己株式 △352,133 △350,278

株主資本合計 5,401,478 4,871,796

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △101,705 △57,353

繰延ヘッジ損益 △64,553 △45,417

為替換算調整勘定 △106,551 △86,484

評価・換算差額等合計 △272,810 △189,255

少数株主持分 58,232 38,050

純資産合計 5,186,900 4,720,591

負債純資産合計 17,870,619 13,325,850
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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21年１月１日
至 平成21年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年１月１日
至 平成22年９月30日)

売上高

製品売上高 2,082,683 3,060,677

金融収益 3,426,211 3,894,840

その他の売上高 － 267,356

売上高合計 5,508,894 7,222,874

売上原価 2,110,650 3,042,150

売上総利益 3,398,243 4,180,724

返品調整引当金繰入額 7,532 5,394

返品調整引当金戻入額 6,843 4,027

差引売上総利益 3,397,554 4,179,357

販売費及び一般管理費

役員報酬 164,483 236,029

給料及び賞与 330,413 326,338

広告宣伝費 478,145 637,343

運賃 33,029 37,280

賞与引当金繰入額 22,655 7,980

貸倒引当金繰入額 － 10,203

業務委託費 134,884 245,681

研究開発費 2,347 2,565

その他 1,239,976 1,248,566

販売費及び一般管理費合計 2,405,936 2,751,991

営業利益 991,617 1,427,366

営業外収益

受取利息及び配当金 4,110 2,764

為替差益 3,110 40,539

デリバティブ評価益 74,905 －

雑収入 4,688 9,760

持分法による投資利益 － 298

営業外収益合計 86,814 53,363

営業外費用

支払利息 3,464 4,611

雑損失 1,926 7,268

営業外費用合計 5,391 11,880

経常利益 1,073,040 1,468,849
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(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年１月１日
至 平成21年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年１月１日
至 平成22年９月30日)

特別利益

固定資産売却益 28,977 0

貸倒引当金戻入額 3,275 －

投資有価証券売却益 － 3,320

関係会社整理損失引当金戻入額 － 94

負ののれん発生益 － 2,292

立退料 － 21,364

前期損益修正益 11,478 －

特別利益合計 43,731 27,073

特別損失

固定資産除却損 28,194 215

固定資産売却損 － 192

投資有価証券評価損 48,814 4,736

投資有価証券売却損 2,648 3,069

子会社整理損 5,100 －

関係会社整理損失引当金繰入額 24,679 －

たな卸資産評価損 1,400 －

たな卸資産廃棄損 － 6,277

和解金 － 10,000

前期損益修正損 10,830 196

その他 － 1,777

特別損失合計 121,669 26,465

税金等調整前四半期純利益 995,102 1,469,457

法人税、住民税及び事業税 149,005 593,413

過年度法人税等 － 42,773

法人税等調整額 158,512 145,907

法人税等合計 307,518 782,094

少数株主利益 17,251 12,402

四半期純利益 670,332 674,960
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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21年７月１日
至 平成21年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成22年７月１日
至 平成22年９月30日)

売上高

製品売上高 633,445 992,384

金融収益 1,306,021 895,459

その他の売上高 － 267,356

売上高合計 1,939,467 2,155,201

売上原価 636,591 1,083,932

売上総利益 1,302,875 1,071,268

返品調整引当金繰入額 － 390

返品調整引当金戻入額 772 －

差引売上総利益 1,303,647 1,070,878

販売費及び一般管理費

役員報酬 53,156 69,956

給料及び賞与 96,070 113,175

広告宣伝費 186,464 210,602

運賃 9,486 13,642

賞与引当金繰入額 13,004 12,582

業務委託費 49,835 104,446

研究開発費 317 859

その他 401,151 442,004

販売費及び一般管理費合計 809,487 967,270

営業利益 494,160 103,608

営業外収益

受取利息及び配当金 2,280 1,028

為替差益 27,470 19,832

雑収入 1,207 5,365

持分法による投資利益 － 298

営業外収益合計 30,958 26,524

営業外費用

支払利息 1,225 823

デリバティブ評価損 60,813 －

雑損失 396 6,367

営業外費用合計 62,435 7,191

経常利益 462,683 122,941

特別利益

固定資産売却益 － 0

貸倒引当金戻入額 697 1,142

投資有価証券売却益 － 3,320

投資有価証券評価損戻入益 1,518 －

前期損益修正益 7,483 －

特別利益合計 9,699 4,462
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(単位：千円)

前第３四半期連結会計期間
(自 平成21年７月１日
至 平成21年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成22年７月１日
至 平成22年９月30日)

特別損失

固定資産売却損 888 －

固定資産除却損 8,857 －

投資有価証券売却損 70 2,369

投資有価証券評価損 － 4,736

関係会社整理損失引当金繰入額 9,213 －

たな卸資産評価損 34 －

たな卸資産廃棄損 － 6,277

その他 － 1,129

特別損失合計 19,065 14,512

税金等調整前四半期純利益 453,317 112,890

法人税、住民税及び事業税 68,051 34,691

法人税等調整額 107,721 2,114

法人税等合計 175,773 36,806

少数株主利益 15,775 5,486

四半期純利益 261,769 70,598
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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21年１月１日
至 平成21年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年１月１日
至 平成22年９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 995,102 1,469,457

減価償却費 171,896 159,716

のれん償却額 7,199 9,407

持分法による投資損益（△は益） － △298

貸倒引当金の増減額（△は減少） △58,860 9,596

賞与引当金の増減額（△は減少） 11,750 13,330

返品調整引当金の増減額（△は減少） 689 1,352

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） 24,494 △12,646

たな卸資産評価損 1,400 －

たな卸資産廃棄損 － 6,277

受取利息及び受取配当金 △4,110 △2,764

支払利息 3,464 4,611

為替差損益（△は益） △2,761 △1,037

有形固定資産売却損益（△は益） 1,022 191

有形固定資産除却損 27,011 113

無形固定資産売却損益（△は益） △30,000 －

無形固定資産除却損 1,182 102

投資有価証券売却損益（△は益） 2,648 △250

投資有価証券評価損益（△は益） 48,814 4,736

子会社整理損 5,100 －

和解金 － 10,000

負ののれん発生益 － △2,292

前期損益修正損益（△は益） △648 196

デリバティブ評価損益（△は益） △74,905 －

売上債権の増減額（△は増加） 258,884 134,029

たな卸資産の増減額（△は増加） △36,704 △293,360

仕入債務の増減額（△は減少） △28,896 19,154

未払金の増減額（△は減少） 69,714 △47

顧客分別金の増減額（△は増加） 4,212,314 －

外国為替取引顧客区分管理信託の増減額（△は
増加）

－ △8,061,000

差入証拠金の増減額（△は増加） 440,066 －

外国為替差入証拠金の増減額（△は増加） △7,154,352 7,667,011

預り証拠金の増減額（△は減少） △3,362,524 －

外国為替受入証拠金の増減額（△は減少） 6,970,348 3,137,693

支払差金勘定の増減額（△は増加） △1,787,818 △1,334,418

その他 8,170 528,439

小計 719,695 3,467,302

利息及び配当金の受取額 3,809 △1,077

利息の支払額 △3,468 △4,611

和解金の支払額 － △10,000

法人税等の支払額 △609,809 △194,760

営業活動によるキャッシュ・フロー 110,227 3,256,853
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(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年１月１日
至 平成21年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年１月１日
至 平成22年９月30日)

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 △200,112 △100,000

投資有価証券の取得による支出 － △1,000

投資有価証券の売却による収入 104,001 35,748

出資金の払込による支出 － △70

有形固定資産の取得による支出 △65,243 △278,158

有形固定資産の売却による収入 207 2

無形固定資産の取得による支出 △65,047 △34,930

無形固定資産の売却による収入 30,000 －

短期貸付金の増減額（△は増加） 90 △6,477

長期貸付けによる支出 △972 －

長期貸付金の回収による収入 3,115 －

差入保証金の差入による支出 － △2,654,944

敷金の差入による支出 △3,853 △4,593

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

－ △16,852

関係会社株式の取得による支出 － △41,348

その他 4,223 12,373

投資活動によるキャッシュ・フロー △193,592 △3,090,250

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） 500,000 150,000

長期借入れによる収入 40,000 －

長期借入金の返済による支出 △1,998 △3,330

社債の償還による支出 △15,000 －

株式の発行による収入 － 44,619

自己株式の取得による支出 △88,696 △1,854

配当金の支払額 △49,823 △181,068

財務活動によるキャッシュ・フロー 384,482 8,365

現金及び現金同等物に係る換算差額 7,368 △15,006

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 308,485 159,962

現金及び現金同等物の期首残高 1,215,092 1,951,268

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,523,577 2,111,230
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該当事項はありません。   

  

１ 事業の種類別セグメント情報  

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日）   

  

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な製品 

(1) 情報通信・ネットワーク関連製品事業 ・・・NIC(LANアダプタ)、ハブ、スイッチングハブ、インテリジ

ェントハブ、レイヤ3/4スイッチングハブ、ギガビットスイッチングハブ、ワイヤレス製品、ネットワー

クカメラ、プリントサーバ、ケーブル、USB/Bluetooth関連製品、ブロードバンドルータ、VoIP、サーバ

類(NAS)、携帯万能、ユーティリティソフト、パッケージソフト、その他ネットワーク構築・工事、ネッ

トワーク保守サービス、その他 

(2) 金融事業・・・外国為替証拠金取引 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年９月30日）   

  

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な製品 

 (1) 情報通信・ネットワーク関連製品事業 ・・・NIC(LANアダプタ)、ハブ、スイッチングハブ、インテリジ

ェントハブ、レイヤ3/4スイッチングハブ、ギガビットスイッチングハブ、ワイヤレス製品、ネットワーク

カメラ、プリントサーバ、ケーブル、USB/Bluetooth関連製品、ブロードバンドルータ、VoIP、サーバ類

(NAS)、携帯万能、ユーティリティソフト、パッケージソフト、その他ネットワーク構築・工事、ネットワ

ーク保守サービス、その他 

  (2) 金融事業・・・店頭外国為替証拠金取引、証券サービス業 

 (3) その他の事業・・・その他に含まれる主な事業は中古車販売事業であり、全セグメントの売上に占める割

          合は3.4％となります。 

３ 事業区分の追加 

 当第３四半期連結累計期間より、連結子会社のプラネックスフォースシステムズ株式会社が新たに中古自

動車の販売及び輸出入業に進出したため、「その他の事業」を新たに区分致しました。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

情報通信・ネッ
トワーク関連事

業 
(千円)

金融事業
(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

2,082,683 3,426,211 5,508,894 ― 5,508,894

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高

409,204 ― 409,204 （409,204） ―

計 2,491,888 3,426,211 5,918,099 （409,204） 5,508,894

営業利益又は営業損失(△) △19,919 987,519 967,599 24,017 991,617

情報通信・ネッ
トワーク関連製
品等事業(千円)

金融事業
(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

3,060,677 3,894,840 267,356 7,222,874 ― 7,222,874

  (2) セグメント 
  間の内部売上  
  高又は振替高

674,363 1,110 △7 675,466 (675,466) ―

計 3,735,041 3,895,950 267,349 7,898,340 (675,466) 7,222,874

営業利益又は営業損
失(△)

132,750 1,311,036 △2,512 1,441,274 (13,908) 1,427,366
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  前第３四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日  至 平成21年９月30日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度により区分しております。 

２ 本邦以外の区分に属する地域の主な内訳は次のとおりであります。 

    アジア・・・・・・・・・・・・台湾 

  

    当第３四半期連結累計期間(自 平成22年１月１日  至 平成22月９月30日) 

    全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の合計に占める「日本」の割合がいず 

     れも90％を超えているため、記載を省略しております。 

  

   前第３四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日  至 平成21月９月30日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度により区分しております。 

２ 本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

  アジア・・・・・・台湾、香港、タイ、シンガポール、アラブ首長国連邦、バングラデシュ、インド、 

                  マレーシア、スリランカ、フィリピン、ブルネイ、シリア 

  その他・・・・・・イギリス、イタリア、ポーランド、スウェーデン、アメリカ、カナダ、ブラジル 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成22年１月１日  至 平成22月９月30日) 

    海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

  平成16年３月26日定時株主総会決議において発行された平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第 

  280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権のうち、第２四半期連結会計期間において、189個が 

  行使されたため、払込みを受け、当社株式945株を発行いたしました。この結果、当第３四半期連 

  結累計期間において資本金及び資本準備金がいずれも23,058千円増加し、当第３四半期連結累計期 

  間末においてそれぞれ、資本金が2,090,287千円、資本剰余金が1,400,941千円となっております。 

  

  

 ２ 所在地別セグメント情報

日本 
(千円)

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

5,406,337 102,557 5,508,894 ― 5,508,894

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高

― 171,205 171,205 （171,205） ―

計 5,406,337 273,763 5,680,100 （171,205） 5,508,894

営業利益又は営業損益(△) 1,081,755 △55,826 1,025,929 （34,311） 991,617

  ３ 海外売上高

アジア その他 計

Ⅰ  海外売上高(百万円) 192,839 19,798 212,638

Ⅱ  連結売上高(百万円) ― ― 5,508,894

Ⅲ  連結売上高に占める 
    海外売上高の割合(％)

3.5 0.4 3.9

(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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