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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9月30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2四半期 2,310 △41.9 △507 ― △407 ― △338 ―
21年3月期第2四半期 3,977 ― △75 ― 39 ― 35 ―

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2四半期 △36.98 ―
21年3月期第2四半期 3.90 ―

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2四半期 22,748 21,183 93.1 2,317.63
21年3月期 23,344 21,537 92.2 2,355.04

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  21,183百万円 21年3月期  21,525百万円

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3月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00
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 4,810 △25.1 △950 ― △760 ― △700 ― △76.58
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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  

(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 
上記に記載した業績予想数値は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。
実際の業績数値は、業況の変化等様々な要因により、上記予想数値と異なる結果となる可能性があります 

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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 9,333,654株 21年3月期  9,333,654株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  193,482株 21年3月期  193,482株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 9,140,172株 21年3月期第2四半期 9,199,563株
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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 

 当第２四半期連結累計期間における世界経済は、昨年末からの金融・経済危機による景気低迷が続く中、各国が協

調し危機克服に向けた対策に取り組みました。世界的な在庫調整の進展や中国における政策効果の発現等から、景気

の下げ止まりを示唆する動きがみられたものの、全般的な基調としては、なお深刻な状況が続くこととなりました。

また、わが国経済においては、国内外の各種政策効果を背景として、輸出及び生産等に持ち直しの動きがみられまし

たが、完全失業率が過去最大水準となる等、依然厳しい状況にあります。 

 こうした環境下において当社グループは、光ディスク成形用金型を主力製品とする精機事業、光通信用部品を主力

製品とする光製品事業の両事業において既存顧客の維持と新規顧客の開拓に取り組みましたが、顧客の設備投資意欲

は減退しており、当第２四半期連結累計期間における連結売上高は2,310,335千円（前年同期比41.9％減少）となり

ました。売上高の不振から、当第２四半期連結累計期間における営業損益は507,506千円の営業損失（前年同期は

75,120千円の営業損失）、また経常損益は407,532千円の経常損失（前年同期は39,855千円の経常利益）、四半期純

損益は338,018千円の四半期純損失（前年同期は35,903千円の四半期純利益）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。 

① 精機事業 

 光ディスク成形メーカー各社の設備稼働率と設備投資意欲は停滞していることから光ディスク成形用金型とそのメ

ンテナンス需要は低調に推移し、売上高は411,305千円（前年同期比57.5％減少）となりました。営業損益につきま

しては、売上高の減少が影響し、379,871千円の営業損失（前年同期は157,523千円の営業損失）となりました。 

② 光製品事業 

 光通信関連市場は中国を中心として緩やかながら回復の兆しがみられるものの、前年同期ほどの勢いは無く、売上

高は1,899,030千円（前年同期比36.9％減少）となりました。営業損益につきましては、売上高の減少や比較的付加

価値の高い光通信用部品製造機器等の販売が低調に推移した結果、127,635千円の営業損失（前年同期は82,403千円

の営業利益）となりました。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は22,748,562千円となり、前連結会計年度末から596,366千円減少いたしま 

した。流動資産は15,926,105千円となり、前連結会計年度末から533,062千円減少いたしました。その主な要因は、 

有形固定資産の取得や配当金の支払い等により現金及び預金が減少したことや、売上債権等が減少したことに因るも

のであります。固定資産は6,822,456千円となり、前連結会計年度末から63,304千円減少いたしました。その主な要

因は、無形固定資産が減少したことに因るものであります。 

 当第２四半期連結会計期間末の負債合計は1,564,982千円となり、前連結会計年度末から242,374千円減少いたしま

した。その主な要因は、買掛金等が減少したことに因るものであります。 

 当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は21,183,579千円となり、前連結会計年度末から353,992千円減少いた 

しました。その主な要因は、当期純損失や配当金の支払いにより利益剰余金が減少したことに因るものであります。

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 平成21年５月14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。詳細につきましては本日（平成21年11月

12日付）別途開示いたします「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

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） 

 該当事項はありません。 

  

（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 

 ・簡便な会計処理 

       固定資産の減価償却費の算定方法は、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）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 

 該当事項はありません。 
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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２四半期連結会計期間末
(平成21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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 13,503,573 13,796,969

受取手形及び売掛金 1,232,526 1,414,526

商品及び製品 205,436 195,104

仕掛品 379,513 385,094

原材料及び貯蔵品 374,465 411,717

未収還付法人税等 10,579 17,790

その他 224,619 242,964

貸倒引当金 △4,608 △5,000

流動資産合計 15,926,105 16,459,167

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,375,876 4,333,845

減価償却累計額 △2,168,725 △2,092,483

建物及び構築物（純額） 2,207,150 2,241,362

機械装置及び運搬具 2,495,523 2,429,688

減価償却累計額 △1,917,238 △1,822,423

機械装置及び運搬具（純額） 578,284 607,265

土地 2,211,508 2,211,508

その他 2,151,105 2,006,206

減価償却累計額 △1,466,416 △1,379,992

その他（純額） 684,688 626,213

有形固定資産合計 5,681,631 5,686,349

無形固定資産   

のれん 51,730 89,936

その他 78,801 87,814

無形固定資産合計 130,531 177,751

投資その他の資産   

投資有価証券 15,378 13,553

投資不動産（純額） 873,027 876,999

その他 122,986 132,703

貸倒引当金 △1,099 △1,597

投資その他の資産合計 1,010,293 1,021,659

固定資産合計 6,822,456 6,885,761

資産合計 22,748,562 23,344,928
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21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３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 256,528 449,504

1年内返済予定の長期借入金 － 20,880

未払法人税等 31,999 31,064

その他 643,803 694,493

流動負債合計 932,331 1,195,942

固定負債   

退職給付引当金 325,933 297,932

長期未払金 147,728 148,814

長期預り保証金 137,064 145,630

長期預り敷金 19,037 19,037

その他 2,888 －

固定負債合計 632,651 611,414

負債合計 1,564,982 1,807,356

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,791,682 6,791,682

資本剰余金 10,571,419 10,571,419

利益剰余金 4,404,983 4,880,104

自己株式 △427,107 △427,107

株主資本合計 21,340,977 21,816,099

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,870 △4,840

為替換算調整勘定 △154,528 △285,796

評価・換算差額等合計 △157,398 △290,637

少数株主持分 － 12,109

純資産合計 21,183,579 21,537,571

負債純資産合計 22,748,562 23,344,928
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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20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 3,977,374 2,310,335

売上原価 2,719,346 1,758,736

売上総利益 1,258,027 551,599

販売費及び一般管理費 1,333,148 1,059,105

営業損失（△） △75,120 △507,506

営業外収益   

受取利息 49,638 42,561

受取配当金 250 220

投資不動産賃貸料 19,200 19,200

為替差益 33,111 －

その他 22,383 50,697

営業外収益合計 124,583 112,679

営業外費用   

不動産賃貸原価 7,206 6,607

為替差損 － 4,721

その他 2,401 1,376

営業外費用合計 9,607 12,704

経常利益又は経常損失（△） 39,855 △407,532

特別利益   

固定資産売却益 112 －

特別利益合計 112 －

特別損失   

固定資産除却損 33 624

固定資産売却損 － 469

投資有価証券評価損 － 290

特別損失合計 33 1,384

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（△）

39,934 △408,916

法人税、住民税及び事業税 35,431 7,369

過年度法人税等戻入額 － △74,451

法人税等調整額 △31,399 8,294

法人税等合計 4,031 △58,787

少数株主損失（△） － △12,109

四半期純利益又は四半期純損失（△） 35,903 △338,018
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 2,228,829 1,262,597

売上原価 1,548,748 944,503

売上総利益 680,080 318,094

販売費及び一般管理費 684,382 524,004

営業損失（△） △4,301 △205,910

営業外収益   

受取利息 27,994 21,427

受取配当金 34 26

投資不動産賃貸料 9,600 9,600

その他 3,753 27,167

営業外収益合計 41,382 58,221

営業外費用   

不動産賃貸原価 3,603 3,303

為替差損 53,294 8,735

その他 274 934

営業外費用合計 57,171 12,973

経常損失（△） △20,091 △160,661

特別利益   

固定資産売却益 68 －

特別利益合計 68 －

特別損失   

固定資産除却損 11 624

固定資産売却損 － △10

投資有価証券評価損 － 290

特別損失合計 11 903

税金等調整前四半期純損失（△） △20,034 △161,565

法人税、住民税及び事業税 25,306 5,325

法人税等調整額 △47,115 △659

法人税等合計 △21,808 4,665

少数株主損失（△） － △1,416

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,774 △164,815
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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20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

39,934 △408,916

減価償却費 310,064 240,863

のれん償却額 38,587 39,237

受取利息及び受取配当金 △49,889 △42,781

賃貸料の受取額 △19,200 △19,200

固定資産売却損益（△は益） △112 469

固定資産除却損 33 624

投資有価証券評価損益（△は益） － 290

貸倒引当金の増減額（△は減少） △338 △1,156

長期未払金の増減額（△は減少） － △1,100

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,159 28,001

為替差損益（△は益） 21 △3,773

売上債権の増減額（△は増加） △462,270 221,406

たな卸資産の増減額（△は増加） 196,877 63,699

その他の資産の増減額（△は増加） 16,314 70,930

仕入債務の増減額（△は減少） 128,170 △237,058

その他の負債の増減額（△は減少） △4,238 △55,973

小計 196,114 △104,438

利息及び配当金の受取額 38,886 34,091

法人税等の還付額 68,782 84,047

法人税等の支払額 △11,547 △17,177

営業活動によるキャッシュ・フロー 292,235 △3,477

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 △4,716,501 △4,171,521

定期預金の払戻による収入 4,801,190 4,171,640

有形固定資産の取得による支出 △216,175 △180,662

有形固定資産の売却による収入 1,589 576

無形固定資産の取得による支出 △7,312 △3,139

投資有価証券の取得による支出 △152 △144

投資不動産の賃貸による収入 19,200 19,200

差入保証金の差入による支出 － △35,583

その他の収入 － 4,076

その他の支出 － △1,563

その他 132 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △118,029 △197,120
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 － △20,880

自己株式の取得による支出 △159 －

配当金の支払額 △275,982 △137,102

財務活動によるキャッシュ・フロー △276,141 △157,982

現金及び現金同等物に係る換算差額 △33,640 61,530

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △135,576 △297,049

現金及び現金同等物の期首残高 2,857,613 2,218,619

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,722,037 1,921,570
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（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  前第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

                                          (単位：千円) 

  当第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

                                          (単位：千円) 

 （注）１．事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分の主な製品 

     前第２四半期連結会計期間 

 (1) 精機事業  ： 光ディスク成形用金型、粉末冶金用金型等 

 (2) 光製品事業 ： 光コネクタ、光コネクタ付コード、光減衰器、フェルール、アイソレータ、 

            光コネクタ研磨機等 

     当第２四半期連結会計期間 

 (1) 精機事業  ： 光ディスク成形用金型、粉末冶金用金型、レンズ等 

 (2) 光製品事業 ： 光コネクタ、光コネクタ付コード、光減衰器、フェルール、アイソレータ、 

                光コネクタ研磨機、無給電光伝送装置等 

  

  精機事業 光製品事業 計 消去又は全社 連結 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高 463,530 1,765,299 2,228,829 － 2,228,829 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ － － － － 

計 463,530 1,765,299 2,228,829 － 2,228,829 

営業利益又は営業損失(△) △76,096 71,795 △4,301 － △4,301 

  精機事業 光製品事業 計 消去又は全社 連結 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高 236,509 1,026,088 1,262,597 － 1,262,597 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ － － － － 

計 236,509 1,026,088 1,262,597 － 1,262,597 

営業損失(△) △190,547 △15,362 △205,910 － △205,910 
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  前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

                                          (単位：千円) 

  当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

                                          (単位：千円) 

 （注）１．事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分の主な製品 

     前第２四半期連結累計期間 

 (1) 精機事業  ： 光ディスク成形用金型、粉末冶金用金型等 

 (2) 光製品事業 ： 光コネクタ、光コネクタ付コード、光減衰器、フェルール、アイソレータ、 

            光コネクタ研磨機等 

     当第２四半期連結累計期間 

 (1) 精機事業  ： 光ディスク成形用金型、粉末冶金用金型、レンズ等 

 (2) 光製品事業 ： 光コネクタ、光コネクタ付コード、光減衰器、フェルール、アイソレータ、 

                光コネクタ研磨機、無給電光伝送装置等 

３．会計処理の方法の変更 

     前第２四半期連結累計期間 

      (棚卸資産の評価に関する会計基準) 

     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。これによる影響額は、精機事業で営業損失が5,642千円増加し、光製品

事業で営業利益が56,228千円減少しております。 

  精機事業 光製品事業 計 消去又は全社 連結 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高 966,773 3,010,600 3,977,374 － 3,977,374 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ － － － － 

計 966,773 3,010,600 3,977,374 － 3,977,374 

営業利益又は営業損失(△) △157,523 82,403 △75,120 － △75,120 

  精機事業 光製品事業 計 消去又は全社 連結 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高 411,305 1,899,030 2,310,335 － 2,310,335 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ － － － － 

計 411,305 1,899,030 2,310,335 － 2,310,335 

営業損失(△) △379,871 △127,635 △507,506 － △507,506 
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〔所在地別セグメント情報〕 

  

  前第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

                                          (単位：千円) 

  当第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

                                          (単位：千円) 

  日本 北米 アジア ヨーロッパ 計 消去又は全社 連結 

売上高               

(1）外部顧客に対する 

  売上高 
973,407 333,102 494,575 427,744 2,228,829 － 2,228,829 

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
678,317 7,026 411,507 353 1,097,205 (1,097,205) － 

計 1,651,724 340,129 906,083 428,097 3,326,035 (1,097,205) 2,228,829 

営業利益又は営業損失

(△) 
△96,203 20,741 82,844 11,943 19,326 △23,627 △4,301 

  日本 北米 アジア ヨーロッパ 計 消去又は全社 連結 

売上高               

(1）外部顧客に対する 

  売上高 
582,125 171,581 307,173 201,717 1,262,597 － 1,262,597 

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
244,241 132 242,824 － 487,198 (487,198) － 

計 826,367 171,713 549,997 201,717 1,749,796 (487,198) 1,262,597 

営業利益又は営業損失

(△) 
△276,839 △4,185 56,800 △7,469 △231,694 25,784 △205,910 
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  前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

                                          (単位：千円) 

  当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

                                          (単位：千円) 

   (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国又は地域の内訳は次のとおりであります。  

      (1) 北米     ：  米国 

      (2) アジア    ：  中国、台湾 

      (3) ヨーロッパ  ：  ドイツ 

    ３．会計処理の方法の変更 

     前第２四半期連結累計期間 

      (棚卸資産の評価に関する会計基準) 

   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。これによる影響額は、日本で営業損失が60,757千円増加し、アジアで

営業利益が1,113千円減少しております。 

  

  日本 北米 アジア ヨーロッパ 計 消去又は全社 連結 

売上高               

(1）外部顧客に対する 

  売上高 
1,914,293 648,562 657,150 757,367 3,977,374 － 3,977,374 

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
1,365,321 10,158 911,217 353 2,287,050 (2,287,050) － 

計 3,279,614 658,720 1,568,368 757,721 6,264,425 (2,287,050) 3,977,374 

営業利益又は営業損失

(△) 
△244,510 28,557 127,421 20,400 △68,131 △6,988 △75,120 

  日本 北米 アジア ヨーロッパ 計 消去又は全社 連結 

売上高               

(1）外部顧客に対する 

  売上高 
1,017,820 352,604 529,534 410,375 2,310,335 － 2,310,335 

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
499,515 960 503,115 296 1,003,888 (1,003,888) － 

計 1,517,336 353,565 1,032,650 410,671 3,314,223 (1,003,888) 2,310,335 

営業利益又は営業損失

(△) 
△614,436 △16,320 93,358 △4,683 △542,081 34,575 △507,506 
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〔海外売上高〕 

  前第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

                                              (単位：千円) 

  当第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

                                              (単位：千円) 

  前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

                                              (単位：千円) 

  当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

                                              (単位：千円) 

 （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．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

     (1) アメリカ地域     ： 米国  

     (2) ヨーロッパ地域    ： ドイツ  

     (3) アジア・その他地域  ： 中国、台湾 

       ３．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。 

  

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 

  

６．その他の情報 

 該当事項はありません。 

  アメリカ地域 ヨーロッパ地域 アジア・その他地域 計 

Ⅰ 海外売上高 333,102 440,222 547,262 1,320,587 

Ⅱ 連結売上高 － － － 2,228,829 

Ⅲ 連結売上高に占める海外

  売上高の割合（％） 
14.9 19.8 24.6 59.3 

  アメリカ地域 ヨーロッパ地域 アジア・その他地域 計 

Ⅰ 海外売上高 171,581 201,852 342,882 716,316 

Ⅱ 連結売上高 － － － 1,262,597 

Ⅲ 連結売上高に占める海外

  売上高の割合（％） 
13.6 16.0 27.1 56.7 

  アメリカ地域 ヨーロッパ地域 アジア・その他地域 計 

Ⅰ 海外売上高 648,562 798,012 780,821 2,227,397 

Ⅱ 連結売上高 － － － 3,977,374 

Ⅲ 連結売上高に占める海外

  売上高の割合（％） 
16.3 20.1 19.6 56.0 

  アメリカ地域 ヨーロッパ地域 アジア・その他地域 計 

Ⅰ 海外売上高 352,604 410,511 589,747 1,352,863 

Ⅱ 連結売上高 － － － 2,310,335 

Ⅲ 連結売上高に占める海外

  売上高の割合（％） 
15.3 17.8 25.5 58.6 
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