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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第3四半期 161,666 △27.7 3,456 △75.2 3,469 △73.7 1,452 △63.4

21年3月期第3四半期 223,635 ― 13,942 ― 13,209 ― 3,968 ―

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3四半期 6.15 6.14
21年3月期第3四半期 16.81 16.80

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3四半期 301,767 102,317 32.7 418.29
21年3月期 292,027 99,261 32.8 405.89

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  98,768百万円 21年3月期  95,816百万円

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 ― 6.00 ― 3.00 9.00
22年3月期 ― 0.00 ―

22年3月期 
（予想）

5.00 5.00

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  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 220,000 △1.6 6,000 △57.0 6,000 △54.6 2,500 △37.0 10.59
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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」をご覧ください。 

(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） 

(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 

（将来に関する記述等についてのご注意） 
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。 

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3四半期 242,075,556株 21年3月期  242,075,556株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  5,950,965株 21年3月期  6,014,418株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 236,100,627株 21年3月期第3四半期 236,062,762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、政府の景気対策の効果などにより、一部で持ち直しの動きが見

られるものの、世界景気の下振れ懸念などの不安要因もあり、予断を許さない状況が続いております。 

石油化学業界におきましては、一部に需要回復の兆しが見られるようになりましたが、原油、ナフサ等の原料価格

が再度上昇し、また為替変動の影響もあり、依然として厳しい状況が続いております。 

当社グループはこのような環境のもとで、棚卸資産の圧縮、「ＺΣ運動」による徹底的なコスト削減に努めるとと

もに、キャッシュ・フローの改善に注力してまいりました。 

  この結果、当第３四半期連結累計期間の経営成績は、売上高1,616億66百万円（前年同期比27.7%減）、営業利益34

億56百万円（前年同期比75.2%減）、経常利益34億69百万円（前年同期比73.7%減）、四半期純利益14億52百万円（前

年同期比63.4%減）となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績は、次の通りであります。 

  

（エラストマー素材事業部門） 

合成ゴムの国内販売は、主要用途であるタイヤ、自動車関連部品の生産調整が終わるとともに、政府のエコカー減

税等の景気刺激策により、需要は徐々に回復基調にありますが、景気後退の影響が依然として大きく、販売数量、売

上高とも前年同期を下回りました。一方、輸出は景気回復の兆しが顕著な中国を中心とするアジア向け輸出に注力

し、販売数量は前年同期を上回りましたが、売上高は、円高と市場価格低迷の影響を受け前年同期を下回りました。

海外子会社においても世界経済の停滞、自動車生産の落ち込みの影響を受け、米国子会社、英国子会社ともに販売数

量、売上高は前年同期を大きく下回りました。この結果、合成ゴム全体では、売上高、営業利益ともに前年同期を下

回りました。 

合成ラテックスの国内販売は、樹脂改質用途向けの販売数量は復調し前年同期を上回りましたが、その他の用途向

けの販売数量は前年同期割れの状況が続いており、国内全体では販売数量、売上高ともに前年同期を下回りました。

輸出は、販売数量、売上高とも前年同期を下回りましたが、手袋用途向け、一般用途向けとも、夏以降は出荷が回復

基調にあり、対前年同期の落ち込み幅は縮小してきております。この結果、合成ラテックス全体では売上高、営業利

益ともに前年同期を下回りました。 

化成品の国内販売は、販売数量、売上高ともに需要後退の影響を受け、前年同期を下回りました。輸出は、石油樹

脂の需要回復を受け、販売数量は前年同期を上回りましたが、売上高は市況の変動等により前年同期を下回りまし

た。タイの石油樹脂子会社は、政情の安定に伴い、国内の道路需要が回復し販売数量は増加しましたが、市況の変動

等により売上高は前年同期を下回りました。この結果、化成品全体では、売上高、営業利益ともに前年同期を下回り

ました。 

 以上の結果、エラストマー素材事業部門全体の売上高は978億91百万円（前年同期比35.0％減）、営業利益は36億38

百万円（前年同期比75.7%減）となりました。 

  

（高機能材料事業部門） 

高機能樹脂関連では、光学レンズ向けは、輸出中心に回復基調にあるものの、販売数量、売上高ともに前年同期を

下回りました。高機能部材関連では、液晶パネル向け光学フィルムは台湾パネルメーカーでのシェア拡大及び韓国パ

ネルメーカーでの新規採用により大きく伸張し、販売数量、売上高とも前年同期を上回りました。この結果、高機能

樹脂および部材全体では、売上高、営業利益ともに前年同期を上回りました。  

情報材料関連では、電池材料は販売数量、売上高ともに前年同期を上回りました。トナーは、販売数量は前期同期

を下回りましたが、売上高では前期同期を上回りました。エッチング用ガス及びレジストは、販売数量、売上高とも

に前期を下回りました。この結果、情報材料全体では、売上高、営業利益ともに前年同期を下回りました。 

 化学品関連では、合成香料は夏以降回復基調にありますが、販売数量は前年同期をわずかに下回り、売上高は円高

及び市況下落により前年同期を大きく下回りました。特殊化学品は冷蔵庫向け出荷好調や拡販成功により販売数量は

前年同期を上回りましたが、売上高は円高の影響で前年同期を下回りました。この結果、化学品全体では売上高、営

業利益ともに前年同期を下回りました。 

 以上の結果、高機能材料事業部門全体の売上高は343億20百万円（前年同期比11.0％増）、営業利益は2億27百万円

（前年同期は13億60百万円の営業損失）となりました。 

   

（その他の事業部門） 

 その他の事業においては、商事部門の売上高は前年同期を下回り、また建設・住宅部材の販売も低迷を続けまし

た。 

この結果、その他の事業部門全体の売上高は、305億50百万円（前年同期比32.7％減）、営業損失は、4億8百万円

（前年同期は4億67百万円の営業利益）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３四半期連結会計期間末の総資産は、3,017億67百万円（前連結会計年度末比97億40百万円増加）となりまし

た。これは主として、たな卸資産、有形固定資産等が減少したものの、受取手形及び売掛金、未収入金、投資有価証

券等が増加したことによるものであります。 

  負債は、1,994億50百万円（前連結会計年度末比66億84百万円増加）となりました。これは主として、短期借入

金、コマーシャルペーパー等が減少したものの、支払手形及び買掛金、長期借入金、その他流動負債等が増加したこ

とによるものであります。 

  純資産は、1,023億17百万円（前連結会計年度末比30億55百万円増加）となりました。これは主として、四半期純

利益14億52百万円、配当金支払に伴う利益剰余金の減少7億8百万円、その他有価証券評価差額金の増加19億83百万円

等によるものであります。 

  

  

 平成22年１月29日に公表しました業績見通しの数値に変更はありません。  

  

  

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 

 棚卸資産の簿価切下げに関して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り、簿価切下げ

を行う方法により算定しております。 

  

原価差異の配賦方法 

 原価差異の棚卸資産と売上原価への配賦を年度決算と比較して簡便的に実施しております。 

  

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ましては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の

発生状況について、著しい変化がないと認められる場合は、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、また、著しい変化が認められた場合は、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・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用す

る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 

税金費用の計算 

 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。 

  

原価差異の繰延処理 

 季節的に変動する操業度等により発生した原価差異は、原価計算期間末までにほぼ解消が見込まれるため、

当該原価差異を流動資産（その他）および流動負債（その他）として繰り延べております。 

  

該当事項はありません。  

  

  

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：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,275 5,263

受取手形及び売掛金 62,427 46,135

商品及び製品 32,082 43,828

仕掛品 3,202 3,288

原材料及び貯蔵品 7,332 8,508

未収入金 28,162 15,947

繰延税金資産 3,407 3,446

その他 3,256 4,607

貸倒引当金 △95 △77

流動資産合計 147,047 130,945

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 33,098 31,831

機械装置及び運搬具（純額） 43,199 40,320

土地 13,920 13,913

建設仮勘定 18,933 29,502

その他（純額） 2,647 3,226

有形固定資産合計 111,797 118,792

無形固定資産   

のれん 987 1,416

その他 3,331 3,458

無形固定資産合計 4,318 4,874

投資その他の資産   

投資有価証券 28,526 25,849

繰延税金資産 5,302 5,714

その他 5,218 6,387

貸倒引当金 △441 △533

投資その他の資産合計 38,605 37,416

固定資産合計 154,720 161,082

繰延資産 － 0

資産合計 301,767 292,027
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 64,476 35,968

短期借入金 23,621 39,199

コマーシャル・ペーパー 14,998 29,988

1年内償還予定の社債 10,000 －

未払法人税等 1,439 426

賞与引当金 83 1,257

修繕引当金 2,177 1,193

その他の引当金 5 7

その他 10,976 15,577

流動負債合計 127,775 123,614

固定負債   

社債 10,000 20,000

長期借入金 47,202 34,160

繰延税金負債 459 358

退職給付引当金 11,259 11,859

環境対策引当金 836 517

その他の引当金 470 635

負ののれん 22 87

その他 1,428 1,536

固定負債合計 71,675 69,151

負債合計 199,450 192,766

純資産の部   

株主資本   

資本金 24,211 24,211

資本剰余金 18,374 18,374

利益剰余金 67,395 66,624

自己株式 △5,371 △5,430

株主資本合計 104,610 103,781

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,975 △8

繰延ヘッジ損益 0 △2

為替換算調整勘定 △5,971 △6,089

年金負債調整額 △1,846 △1,867

評価・換算差額等合計 △5,841 △7,965

新株予約権 174 201

少数株主持分 3,375 3,244

純資産合計 102,317 99,261

負債純資産合計 301,767 292,027
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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：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第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) 

売上高 223,635 161,666

売上原価 174,889 128,340

売上総利益 48,746 33,325

販売費及び一般管理費 34,804 29,869

営業利益 13,942 3,456

営業外収益   

受取利息 148 67

受取配当金 887 551

負ののれん償却額 106 66

持分法による投資利益 24 13

為替差益 － 25

補助金収入 － 260

雑収入 748 487

営業外収益合計 1,912 1,468

営業外費用   

支払利息 1,206 973

為替差損 1,169 －

休止固定資産減価償却費 － 280

雑損失 270 202

営業外費用合計 2,645 1,456

経常利益 13,209 3,469

特別利益   

固定資産売却益 32 －

投資有価証券売却益 － 219

貸倒引当金戻入額 31 －

その他 17 21

特別利益合計 81 240

特別損失   

固定資産処分損 496 94

環境対策引当金繰入額 － 319

減損損失 － 466

投資有価証券評価損 1,261 －

その他 211 229

特別損失合計 1,968 1,107

税金等調整前四半期純利益 11,322 2,601

法人税等 7,182 1,058

少数株主利益 171 91

四半期純利益 3,968 1,452
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（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20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第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) 

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 11,322 2,601

減価償却費 16,606 15,634

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,518 △1,180

修繕引当金の増減額（△は減少） 2,914 984

退職給付引当金の増減額（△は減少） － △602

受取利息及び受取配当金 △1,034 △617

支払利息 1,206 973

投資有価証券評価損益（△は益） 1,261 －

売上債権の増減額（△は増加） △2,435 △16,139

たな卸資産の増減額（△は増加） △11,418 13,714

仕入債務の増減額（△は減少） 2,751 28,140

その他 △6,019 △15,767

小計 13,635 27,741

利息及び配当金の受取額 1,092 588

利息の支払額 △1,302 △1,049

補助金の受取額 － 625

訴訟関連損失の支払額 △879 －

法人税等の支払額 △6,966 △627

法人税等の還付額 － 3,147

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,579 30,425

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △17,194 △10,414

無形固定資産の取得による支出 △938 △448

投資有価証券の取得による支出 △553 －

投資有価証券の売却及び償還による収入 2,003 －

貸付けによる支出 △656 －

その他 △4 499

投資活動によるキャッシュ・フロー △17,342 △10,363

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） 11,071 △7,171

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） △996 △14,990

長期借入れによる収入 10,500 15,000

長期借入金の返済による支出 △5,527 △10,393

配当金の支払額 △2,816 △709

少数株主への配当金の支払額 △76 △63

その他 △12 △25

財務活動によるキャッシュ・フロー 12,144 △18,352

現金及び現金同等物に係る換算差額 △711 60

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △329 1,770

現金及び現金同等物の期首残高 6,126 5,008

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

266 70

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の
増加額

－ 61

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,062 6,909
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 該当事項はありません。 

  

            前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

当第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） 

  

（注）１．事業区分の方法及び各区分に属する主要製品 

(1）事業区分の方法 

経営管理上採用している区分によっております。 

(2)各事業区分の主要製品 

  

２．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。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の

営業利益が、エラストマー素材事業で248百万円、高機能材料事業で1,834百万円、その他の事業で184百万円そ

れぞれ減少しております。 

 当第３四半期連結累計期間 

 該当事項はありません。 

  

（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〕

  
エラストマ
ー素材事業 
（百万円） 

高機能材
料事業 
（百万円） 

その他の
事業 
（百万円）

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  149,372  30,917 43,346 223,635  － 223,635

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 1,329  － 2,039 3,368 (3,368) －

計  150,701  30,917 45,385 227,003 (3,368) 223,635

営業利益（△営業損失）  14,944  △1,360 467 14,051 (109) 13,942

  
エラストマ
ー素材事業 
（百万円） 

高機能材
料事業 
（百万円） 

その他の
事業 
（百万円）

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  97,210  34,320 30,136 161,666  － 161,666

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 682  － 414 1,095 (1,095) －

計  97,891  34,320 30,550 162,761 (1,095) 161,666

営業利益（△営業損失）  3,638  227 △408 3,457 (1) 3,456

事業区分 主要製品   

エラストマー素材

事業 

合成ゴム、合成ラテックス、化成品（Ｃ５石油樹脂、熱可塑性エラストマー

等） 
  

高機能材料事業 

化学品（合成香料、有機合成薬品等）、情報材料（電子材料、トナー関連製

品等）、高機能樹脂（シクロオレフィンポリマー樹脂、シクロオレフィンポ

リマー成型品） 
  

その他の事業 
ＲＩＭ配合液、ＲＩＭ成形品、医療器材、ブタジエン抽出技術等、塩ビコン

パウンド、包装物流資材、住宅資材、その他 
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３．追加情報  

 前第３四半期連結累計期間  

 当社及び一部の国内連結子会社は、平成20年度の法人税法改正に伴う法定耐用年数の変更を契機として見直

しを行い、一部の機械装置について、第１四半期連結会計期間より、耐用年数の変更を行っております。この

変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利益が、エラストマー素材

事業で198百万円、高機能材料事業で959百万円、その他の事業で7百万円それぞれ減少しております。 

 当第３四半期連結累計期間 

 該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

当第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） 

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっています。 

  

２．各区分に属する主な国又は地域 

(1)北米……………アメリカ 

(2)ヨーロッパ……イギリス、ドイツ、イタリア 

 (3)アジア…………タイ、シンガポール、韓国、中国 

  

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。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の

営業利益が、日本で2,267百万円減少しております。 

  

 当第３四半期連結累計期間 

 該当事項はありません。 

  

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（百万円） 
北米

（百万円） 
ヨーロッパ
（百万円） 

アジア
（百万円） 

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  173,002  17,258  16,802  16,573  223,635  －  223,635

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 24,607  7,656  609  1,527  34,400  (34,400)  －

計  197,609  24,914  17,412  18,100  258,035  (34,400)  223,635

営業利益（△営業損失）  10,143  2,772  608  539  14,062  (120)  13,942

  
日本 

（百万円） 
北米

（百万円） 
ヨーロッパ
（百万円） 

アジア
（百万円） 

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  129,869  10,302  9,035  12,460  161,666  －  161,666

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 18,467  3,658  400  1,357  23,883  (23,883)  －

計  148,337  13,960  9,435  13,817  185,549  (23,883)  161,666

営業利益（△営業損失）  4,203  △1,352  △121  389  3,119  338  3,456
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４．追加情報 

 前第３四半期連結累計期間 

 当社及び一部の国内連結子会社は、平成20年度の法人税法改正に伴う法定耐用年数の変更を契機として見直

しを行い、一部の機械装置について、第１四半期連結会計期間より、耐用年数の変更を行っております。この

変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利益が、日本で1,164百万

円減少しております。 

  

 当第３四半期連結累計期間 

 該当事項はありません。  

  

  

前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

当第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） 

  （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっています。 

２．各区分に属する主な国又は地域 

(1）北米………………アメリカ、カナダ、メキシコ 

(2）ヨーロッパ………イギリス、ドイツ、イタリア 

(3）アジア……………中国、韓国、タイ、マレーシア、台湾 

(4）その他の地域……ブラジル、オーストラリア 

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。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕

  北米 ヨーロッパ アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  21,920  25,421  48,450  1,900  97,690

Ⅱ 連結売上高（百万円）          223,635

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 9.8  11.4  21.7  0.8  43.7

  北米 ヨーロッパ アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  13,895  14,189  41,906  1,456  71,446

Ⅱ 連結売上高（百万円）          161,666

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 8.6  8.8  25.9  0.9  44.2

（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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