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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第3四半期 90,831 17.9 10,678 111.8 10,067 115.7 6,475 130.7
22年3月期第3四半期 77,061 △22.3 5,041 △39.7 4,666 △42.5 2,807 △35.4

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

23年3月期第3四半期 121.29 121.26
22年3月期第3四半期 52.66 ―

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

23年3月期第3四半期 125,903 81,265 62.5 1,473.44
22年3月期 122,670 79,067 62.5 1,438.56

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  78,714百万円 22年3月期  76,678百万円

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   

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

22年3月期 ― 10.00 ― 20.00 30.00
23年3月期 ― 20.00 ―
23年3月期 

（予想）
25.00 45.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無   

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 118,000 9.7 12,500 46.1 12,500 54.0 7,000 56.7 131.10
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(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（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 

（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は終了していません。 

※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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３「その他の情報」をご覧ください。）

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） 23年3月期3Q 53,754,477株 22年3月期  53,754,477株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  331,828株 22年3月期  452,137株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 53,386,930株 22年3月期3Q 53,303,787株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間のわが国経済は、大幅な円高やデフレ懸念など先行き不透明感が残るものの輸出が増

加するなど一部に回復の兆しが見られました。 

 当社グループの主要顧客であります日系自動車メーカーおよび韓国自動車メーカーの生産回復により主力の自動

車向け樹脂成形品が伸び、特に韓国、中国、タイなどアジア全般において好調に推移し、また北米での回復が顕著

に見られました。 

 このような状況のなか、当社グループの当第３四半期連結累計期間の連結売上高は、前年同期比17.9％増の908

億３千１百万円となりました。 

 一方、利益面では、販売の増加による限界利益増と原価低減活動とが相俟って当第３四半期累計の連結営業利益

は前年同期比111.8％増の106億７千８百万円と大幅な増益となりました。連結経常利益は前年同期比115.7％増の

100億６千７百万円となり、また連結四半期純利益は前年同期比130.7％増の64億７千５百万円となりました。 

  

セグメントの業績は次のとおりであります。   

①合成樹脂成形品事業 

 合成樹脂成形品事業は、新製品の投入効果、また韓国を始め中国、タイ、その他のアジア地域でも好調に推移

し、北米、欧州の回復と相俟って大きく改善されました。この結果、当第３四半期連結累計期間の合成樹脂成形品

事業の売上高は前年同期比24.7％増の789億５千４百万円となりました。営業利益も、販売の増加に伴う利益増と

経費節減や原価改善に努めました結果、前年同期比83.7％増の124億７千８百万円となりました。 

②ベッド及び家具事業 

 ベッド及び家具事業は、高級ベッドとしてのブランド戦略が奏功し、またアジアでの販売も堅調に推移したこと

もあり当第３四半期連結累計期間のベッド及び家具事業の売上高は前年同期比3.8％増の102億４千２百万円となり

ました。営業利益につきましては、生産の改善活動や販管費の削減に努めました結果、前年同期比61.1％増の10億

２千万円となりました。 

③その他の事業 

 その他の事業は主に新聞及び出版事業であります。昨年まで含まれていた電子関連事業が持分法適用会社に移行

したことや新聞及び出版事業の広告収入減等もあり、当第３四半期連結累計期間のその他の事業の売上高は16億３

千４百万円となりました。営業損失は３億２千９百万円となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産・負債及び純資産の状況 

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ32億３千２百万円増加して、1,259億３百万

円となりました。この主な増加項目は、土地で、技術センター用地の取得などにより11億４千８百万円増加したこ

とおよび投資有価証券が13億９千６百万円増加したことなどによるものであります。 

 当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ10億３千４百万円増加し446億３千８百万

円となりました。主な増加要因は、長期借入金が19億８千８百万円増加したこと等によるものであります。 

 当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ21億９千７百万円増加し812億６千５百

万円となりました。主な増加要因は、為替換算調整勘定が23億８千９百万円減少したものの利益剰余金が42億７千

６百万円増加したこと等によるものであります。 

   

②キャッシュ・フローの状況 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間における営業活動によって得られたキャッシュ・フローは、85億２千３百万円となり

ました。これは主に税金等調整前四半期当期純利益98億６千万円、減価償却費42億１千万円などの資金増があり、

一方法人税等の支払額33億４千１百万円の資金減があったこと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） 

 当第３四半期連結累計期間における投資活動に使用されたキャッシュ・フローは、71億４千万円となりました。

これは主に有形固定資産の取得66億２千６百万円があったこと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） 

 当第３四半期連結累計期間における財務活動によって得られたキャッシュ・フローは、８億５千４百万円となり

ました。これは主に配当金の支払20億９千３百万円があったものの長期借入れによる資金増32億６千８百万円があ

ったこと等によるものであります。 

  

 以上の結果、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて38億５千

１百万円増加し、352億２千２百万円となりました。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報



  
（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成22年10月28日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。  

   

（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①簡便な会計処理 

１ たな卸資産の評価方法 

 四半期連結会計期間末におけるたな卸高の算出に関して、実地たな卸を省略し当第２四半期連結会計期間

末の実地たな卸高を基礎として、合理的な方法により算出する方法によっております。たな卸資産の簿価切

下げについては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積もり、簿価切下げを行う方

法によっております。 

２ 固定資産の減価償却費の算定方法 

 減価償却の方法として定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間

按分して算定する方法によっております。 

３ 繰延税金資産及び負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、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た場合に、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。 

②特有の会計処理の適用 

税金費用の計上基準等 

 税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積もり、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しておりま

す。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

１ 資産除去債務に関する会計基準の適用 

 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、経常利益がそれぞれ２百万円減少し、税金等調整前四半期純利益が22百万円減少して

おります。 

 また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は82百万円であり、固定負債の「その他」に含

めております。 

２ 「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10日公

表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年３月

10日）を適用しております。 

 なお、これらの適用による損益への影響はありません。 

３ 企業結合に関する会計基準等の適用 

 第１四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）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「「研究開発費等に

係る会計基準」の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」

（企業会計基準第7号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年12

月26日公表分）及び「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12月26日）を適用しております。 

 なお、これらの適用に伴い、適用初年度の期首において、部分時価評価法により計上されてきた評価差額は

全面時価評価法により計上しており、有形固定資産の「土地」で36百万円、固定負債の「繰延税金負債」で７

百万円、「少数株主持分」で28百万円、それぞれ増加しております。  

  

２．その他の情報



（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。 

  

  



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 36,475 36,966

受取手形及び売掛金 24,890 24,562

有価証券 3,713 3,579

商品及び製品 6,165 6,364

仕掛品 1,257 1,216

原材料及び貯蔵品 2,663 2,445

繰延税金資産 1,000 1,134

その他 3,020 2,622

貸倒引当金 △69 △75

流動資産合計 79,117 78,817

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 12,530 12,524

機械装置及び運搬具（純額） 4,513 4,743

金型（純額） 2,369 2,495

工具、器具及び備品（純額） 1,878 1,960

土地 13,052 11,904

建設仮勘定 2,860 1,726

その他（純額） 202 206

有形固定資産合計 37,407 35,560

無形固定資産   

のれん 349 424

その他 543 710

無形固定資産合計 892 1,135

投資その他の資産   

投資有価証券 7,011 5,615

繰延税金資産 347 381

その他 1,282 1,185

貸倒引当金 △156 △26

投資その他の資産合計 8,485 7,157

固定資産合計 46,785 43,852

資産合計 125,903 122,670



（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,575 12,639

未払金 1,970 2,267

未払法人税等 1,246 2,074

繰延税金負債 84 －

賞与引当金 477 1,091

その他 6,164 4,854

流動負債合計 21,519 22,927

固定負債   

社債 15,000 15,000

長期借入金 5,284 3,295

繰延税金負債 601 680

退職給付引当金 1,845 1,449

その他 386 250

固定負債合計 23,118 20,676

負債合計 44,638 43,603

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,290 7,290

資本剰余金 11,651 11,651

利益剰余金 69,299 65,023

自己株式 △778 △1,064

株主資本合計 87,462 82,900

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 227 363

土地再評価差額金 △85 △85

為替換算調整勘定 △8,889 △6,500

評価・換算差額等合計 △8,747 △6,221

少数株主持分 2,550 2,388

純資産合計 81,265 79,067

負債純資産合計 125,903 122,670



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 77,061 90,831

売上原価 54,300 60,964

売上総利益 22,760 29,867

販売費及び一般管理費 17,719 19,189

営業利益 5,041 10,678

営業外収益   

受取利息 230 194

その他 274 255

営業外収益合計 505 449

営業外費用   

支払利息 243 238

持分法による投資損失 168 1

為替差損 383 674

その他 84 145

営業外費用合計 879 1,060

経常利益 4,666 10,067

特別利益   

固定資産売却益 28 27

投資有価証券売却益 35 －

補助金収入 86 －

受取補償金 － 15

ゴルフ会員権売却益 9 －

その他 36 1

特別利益合計 196 44

特別損失   

工場移転費用 92 －

貸倒引当金繰入額 － 132

その他 224 119

特別損失合計 317 251

税金等調整前四半期純利益 4,545 9,860

法人税等 1,505 2,996

少数株主損益調整前四半期純利益 － 6,863

少数株主利益 233 388

四半期純利益 2,807 6,475



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 28,552 30,117

売上原価 19,339 20,219

売上総利益 9,213 9,898

販売費及び一般管理費 5,962 6,433

営業利益 3,250 3,464

営業外収益   

受取利息 67 66

その他 94 79

営業外収益合計 162 145

営業外費用   

支払利息 84 84

為替差損 － 198

その他 29 72

営業外費用合計 114 355

経常利益 3,298 3,255

特別利益   

投資有価証券売却益 35 －

補助金収入 86 －

受取補償金 － 15

その他 18 2

特別利益合計 139 17

特別損失   

固定資産売却損 24 1

固定資産処分損 － 18

特別退職金 29 －

工場移転費用 48 －

過年度関税等支払額 － 5

その他 5 3

特別損失合計 108 29

税金等調整前四半期純利益 3,329 3,243

法人税等 933 1,187

少数株主損益調整前四半期純利益 － 2,055

少数株主利益 136 136

四半期純利益 2,260 1,919



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 4,545 9,860

減価償却費 5,201 4,210

のれん償却額 55 33

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 128

賞与引当金の増減額（△は減少） △678 △610

退職給付引当金の増減額（△は減少） 209 407

受取利息及び受取配当金 △267 △231

支払利息 243 238

為替差損益（△は益） 126 401

持分法による投資損益（△は益） 168 1

固定資産売却損益（△は益） － △26

投資有価証券売却損益（△は益） △35 －

売上債権の増減額（△は増加） △5,194 △1,028

たな卸資産の増減額（△は増加） 228 △717

その他の資産の増減額（△は増加） △39 △711

仕入債務の増減額（△は減少） 2,408 △731

未払又は未収消費税等の増減額 362 △144

その他の負債の増減額（△は減少） 551 484

その他 102 320

小計 7,988 11,885

利息及び配当金の受取額 263 229

利息の支払額 △241 △249

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 471 △3,341

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,482 8,523

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 △4,983 △2,932

定期預金の払戻による収入 4,137 4,553

有価証券の取得による支出 △0 △954

有価証券の売却及び償還による収入 537 2,506

固定資産の取得による支出 △5,580 △6,626

固定資産の売却による収入 55 96

投資有価証券の取得による支出 △534 △3,617

投資有価証券の売却による収入 624 6

貸付けによる支出 △11 △28

貸付金の回収による収入 5 36

子会社株式の取得による支出 △9 △2

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

△148 －

その他 35 △178

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,872 △7,140



（単位：百万円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

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 1,939 3,915

短期借入金の返済による支出 △2,622 △3,954

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △38 △14

長期借入れによる収入 2,949 3,268

長期借入金の返済による支出 △165 △326

自己株式の売却による収入 0 226

自己株式の取得による支出 △3 △6

配当金の支払額 △1,788 △2,093

少数株主への配当金の支払額 △239 △161

財務活動によるキャッシュ・フロー 30 854

現金及び現金同等物に係る換算差額 19 △1,123

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,659 1,114

現金及び現金同等物の期首残高 28,711 34,108

現金及び現金同等物の四半期末残高 31,370 35,222



  

該当事項はありません。 

  

  

   

〔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４月１日 至平成21年12月31日） 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

前第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31日）  

  

〔海外売上高〕 

前第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） 

  

〔セグメント情報〕 

１．報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち、分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源

の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社は、製品の種類・性質により、「合成樹脂成形品事業」、「ベッド及び家具事業」の２つの報告セグメントと

しております。 

 各報告セグメントに属する主要製品・サービスは以下のとおりであります。 

(1）合成樹脂成形品事業…工業用プラスチック・ファスナー、プラスチック精密成形部品等 

(2）ベッド及び家具事業…各種ベッド、リクライニングチェアー等 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
合成樹脂成
形品事業 
（百万円） 

ベッド及び
家具事業 
（百万円） 

新聞及び
出版事業 
（百万円） 

その他の事業
（百万円） 

合計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高               

(1）外部顧客に対する売上高  63,298 9,868 1,806 2,088  77,061  － 77,061

(2）セグメント間の内部売上高  － 0 10 12  22 (22) －

計  63,298 9,868 1,816 2,100  77,083 (22) 77,061

営業利益又は営業損失(△)  6,791 633 △296 111  7,239 (2,198) 5,041

  
日本 

（百万円） 
アジア

（百万円） 
北米

（百万円） 
欧州

（百万円） 
合計

（百万円） 
消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高               

(1）外部顧客に対する売上高  48,272 19,475 5,753 3,559  77,061  － 77,061

(2）セグメント間の内部売上高  3,170 719 0 0  3,891 (3,891) －

計  51,443 20,194 5,754 3,559  80,952 (3,891) 77,061

営業利益又は営業損失(△)  4,980 2,414 △517 49  6,928 (1,887) 5,041

  北米 アジア 欧州 その他 合計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  5,885  19,535  3,342  44  28,808

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  －  77,061

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  7.6  25.4  4.3  0.1  37.4



２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31日） 

（注）1. その他には、新聞及び出版事業等を含んでおります。 

  2. セグメント利益又は損失の調整額△2,491百万円は、全社費用△2,588百万円及びセグメント間取引消去97

百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  3. セグメント利益又は損失は、四半期連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。 

  4. 売上高セグメント利益率は、セグメント利益又は損失をセグメントごとの売上高計で除すことにより算出

しております。 

  

（参考情報） 

〔所在地別セグメント情報〕 

当第３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31日）  

  

〔海外売上高〕 

当第３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31日） 

  

（追加情報） 

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３月27

日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３月21日）

を適用しております。  

  

  
該当事項はありません。 

  （単位：百万円）

  

報告セグメント

その他

（注1）  
調整額 
（注2） 

連結財務諸表

計上額 
（注3）  

合成樹脂

成形品事業 
ベッド及び家

具事業 
計 

売上高             

外部顧客への売上高  78,954  10,242  89,196  1,634  －  90,831

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 0  0  1  54  △55  －

計  78,955  10,242  89,197  1,689  △55  90,831

セグメント利益又は損失（△）  12,478  1,020  13,499  △329  △2,491  10,678

（参考） 

売上高セグメント利益率（％） 
 15.8  10.0  15.1  △19.5        11.8

  
日本 

（百万円） 
アジア

（百万円） 
北米

（百万円） 
欧州

（百万円） 
合計

（百万円） 
消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高               

(1）外部顧客に対する売上高  50,379 26,352 9,582 4,517  90,831  － 90,831

(2）セグメント間の内部売上高  3,376 2,060 3 2  5,443 (5,443) －

計  53,756 28,412 9,586 4,519  96,275 (5,443) 90,831

営業利益  6,844 4,795 573 386  12,600 (1,922) 10,678

（参考） 

売上高セグメント利益率（％） 
 12.7  16.9  6.0  8.6  13.1        11.8

  北米 アジア 欧州 その他 合計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  10,036  26,501  4,294  74  40,907

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  －  90,831

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  11.1  29.2  4.7  0.1  45.0

（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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