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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 91,348 △20.6 1,812 △13.4 1,597 △36.0 1,056 8.1
21年3月期第3四半期 115,098 ― 2,092 ― 2,494 ― 977 ―

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 42.69 ―

21年3月期第3四半期 39.50 ―

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 84,638 47,433 55.7 1,903.96
21年3月期 70,500 47,513 67.0 1,908.19

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  47,131百万円 21年3月期  47,236百万円

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 ― 20.00 ― 20.00 40.00
22年3月期 ― 20.00 ―

22年3月期 
（予想）

20.00 40.00

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 130,000 △9.3 2,300 △4.4 2,300 △14.7 1,600 61.6 64.63
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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、６ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(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） 

（注）詳細は、６ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(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 

1. 平成21年5月15日に公表いたしました連結業績予想は修正しております。   
2. 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仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等につい
ては、５ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 

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 有

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 24,855,283株 21年3月期  24,855,283株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  100,931株 21年3月期  100,455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 24,754,648株 21年3月期第3四半期 24,756,050株
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（参考） 
平成 22 年 3月期の個別業績予想（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） 

 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 

97,000 △5.3 1,400 △24.4 1,400 △29.3 1,100 70.8 44.44 

 （注）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 有 

 
※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

1. 平成21年5月15日に公表いたしました個別業績予想は修正しております。  

2. 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。があります。 
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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、政府の経済対策効果や中国を中心としたアジア経済の拡

大により緩やかながら回復してきておりますが、米国経済の動向や国内のデフレの進行、雇用情勢の悪化など景気

の下振れリスクもあり、未だ予断を許さない状況が続いております。 

       当社グループを取巻く環境につきましても、国内においては、政府の経済対策効果により自動車電装関連は比較

的早期に回復傾向を示しましたが、設備投資関連を中心とした産業分野では、下期に入りようやく上昇傾向にあ

り、本格的な回復にはまだ時間がかかる状況にあります。 

娯楽機器関連につきましては、前年度に比較して売上は減少いたしましたが、平成22年３月期第２四半期に開示

いたしました計画に対しては概ね予定通り推移いたしました。 

海外においても、中国政府の経済対策効果により電力メータ向けマイコンなどの増加があったものの、日系顧客

や北米向けの現地ローカル企業は低迷が続きました。 

これらの結果、当社グループの第３四半期連結累計期間の売上高は、913億48百万円（前年同期比20.6％減）とな

りました。これを地域別にみますと、日本が746億60百万円（前年同期比21.7％減）、アジアが159億円（前年同期

比12.8％減）、北米が７億87百万円（前年同期比46.6％減）であります。 

利益面につきましても、上記売上高減少により経常利益は15億97百万円（前年同期比36.0％減）、四半期純利益

は、見積実効税率の低下の影響により、10億56百万円（前年同期比8.1％増）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。 

   電子部品事業 

    電子部品事業におきましては、売上高は696億78百万円（前年同期比12.2％減）となりました。 

   ① 集積回路 

    国内においては、ゲーム機向けＬＳＩは堅調に推移いたしましたが、自動車電装用マイコン、ＰＣ周辺機器向 

   けＡＳＩＣ、携帯電話向け液晶ドライバーや電源用ＬＳＩなどが大幅に減少いたしました。また、海外において 

   は、電力メータ向けマイコンの増加はあったものの自動車電装用マイコンを中心に減少いたしました。 

    以上の結果、集積回路の売上高は248億４百万円（前年同期比9.8％減）となりました。 

   ② 半導体素子 

        国内においては、自動車電装向け及び産業向けが全体的に減少いたしました。また、海外においては、液晶テ  

レビ用電源向けは堅調に推移いたしましたが、国内同様自動車電装向け及び産業向けが全体的に減少いたしまし

た。  

    以上の結果、半導体素子の売上高は104億17百万円（前年同期比15.6％減）となりました。 

   ③ 回路部品 

        国内においては、不況による回復の遅れが顕著な産業機器関連向けや国内携帯電話機向けノイズ部品が大幅に

      少いたしました。また、海外においても全般的に減少いたしました。 

        以上の結果、回路部品の売上高は114億87百万円（前年同期比24.8％減）となりました。 

     ④ 電子管 

        国内において、娯楽機器向け液晶パネルが採用機種の増加もあり売上高が増加いたしました。 

        以上の結果、電子管の売上高は142億42百万円（前年同期比111.3％増）となりました。 

     ⑤ その他電子部品 

        国内において、携帯電話向け水晶発振子用ハーメチックシール及び娯楽機器向けが大幅に減少いたしました。 

        以上の結果、その他電子部品の売上高は87億26百万円（前年同期比50.2％減）となりました。 

     アッセンブリ事業 

        国内においては、メモリ需要の大幅な減少による設備投資の抑制により半導体設備向けアッセンブリ製品が大幅

に減少し、さらに娯楽機器向け製品も減少いたしました。また、海外においても娯楽機器向け製品が減少いたしま

した。 

        以上の結果、アッセンブリ事業の売上高は191億73百万円（前年同期比36.7％減）となりました。 

     その他の事業 

        電子機器 

        国内において、設備投資の抑制により産業向け全般で大幅に減少いたしました。 

        以上の結果、電子機器の売上高は24億96百万円（前年同期比54.3％減）となりました。 

        なお、前年同期比は参考として記載しております。   

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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   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、846億38百万円（前連結会計年度末705億円）となり141億37百万円  

増加いたしました。これは主に現金及び預金が35億63百万円減少したものの、受取手形及び売掛金が135億27百

万円、商品及び製品が51億62百万円増加したこと等によるものであります。   

      負債につきましては、372億４百万円（前連結会計年度末229億86百万円）となり142億17百万円増加いたしま

した。これは主に支払手形及び買掛金が144億14百万円増加したこと等によるものであります。 

      純資産につきましては、474億33百万円（前連結会計年度末475億13百万円）となり80百万円減少いたしまし

た。これは主にその他有価証券評価差額金が１億54百万円、利益剰余金が66百万円増加したものの、為替換算調

整勘定が３億26百万円減少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 

      当第３四半期連結会計累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前四半

期純利益が14億87百万円となり、未収入金の減少、仕入債務の増加、短期借入金の実行等があったものの、売上

債権の増加、たな卸資産の増加、短期借入金の約定弁済、配当金の支払い等により、前連結会計年度末に比べ35

億63百万円減少し、当第３四半期連結会計期間末においては128億79百万円となりました 

      当第３四半期連結会計累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりでありま 

す。 

     （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

       営業活動の結果使用した資金は、19億77百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益14億87

百万円に加え、未収入金が13億48百万円減少、仕入債務が144億14百万円増加したものの、売上債権134億99百

万円の増加、たな卸資産51億62百万円の増加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） 

       投資活動の結果使用した資金は、３億81百万円となりました。これは主に投資有価証券の取得１億97百万 

円、有形固定資産の取得１億16百万円、無形固定資産の取得１億15百万円の支出等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） 

      財務活動の結果使用した資金は、８億80百万円となりました。これは主に短期借入金の実行12億３百万円があ

ったものの、短期借入金の約定弁済10億94百万円及び配当金９億89百万円の支出等があったことによるものであ

ります。  

  

   今後の市場環境につきましては、緩やかながら回復してくると思われますが、米国経済の動向、国内の雇用情勢

不安による消費の低迷やデフレの進行など不透明な環境が続くものと思われます。 

   なお、平成22年３月期の通期連結業績予想につきましては、本日付けで発表しておりますように下記のとおりと

いたしました。 

 （平成22年３月期通期連結業績予想）  

  売上高     130,000百万円 

  営業利益     2,300百万円 

  経常利益     2,300百万円 

  当期純利益    1,600百万円  

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
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 該当事項はありません。  

  

  １. 簡便な会計処理 

   ① 固定資産の減価償却の算定方法は、定率法を採用している固定資産については、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しております。 

    ② 当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、当第２四半期連結会計期

間末の実地棚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。 

 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。  

  

 表示方法の変更  

 （四半期連結損益計算書） 

  前第３四半期連結累計期間において、特別損失の「その他」に含めておりました「特別退職金」、「固定 

資産除売却損」及び「事務所移転費用」は、特別損失の総額の100分の20を超えたため、当第３四半期連結累

計期間では区分掲記しております。 

  なお、前第３四半期連結累計期間における「特別退職金」、「固定資産除売却損」及び「事務所移転費用」

の金額はそれぞれ、14百万円、29百万円及び２百万円であります。 

  

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 12,879 16,442

受取手形及び売掛金 41,263 27,735

商品及び製品 16,072 10,910

繰延税金資産 342 383

未収入金 6,171 7,247

その他 336 285

貸倒引当金 △153 △86

流動資産合計 76,912 62,918

固定資産   

有形固定資産 2,641 2,678

無形固定資産 673 793

投資その他の資産   

投資有価証券 2,293 1,836

繰延税金資産 416 521

その他 1,715 1,794

貸倒引当金 △13 △42

投資その他の資産合計 4,410 4,109

固定資産合計 7,725 7,582

資産合計 84,638 70,500

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 28,519 14,105

短期借入金 3,635 3,526

未払法人税等 199 81

役員賞与引当金 12 5

その他 858 1,258

流動負債合計 33,224 18,976

固定負債   

長期借入金 2,500 2,500

再評価に係る繰延税金負債 343 343

退職給付引当金 970 1,002

その他 165 163

固定負債合計 3,979 4,009

負債合計 37,204 22,986
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,501 9,501

資本剰余金 9,600 9,600

利益剰余金 28,833 28,767

自己株式 △76 △76

株主資本合計 47,858 47,792

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 56 △97

土地再評価差額金 501 501

為替換算調整勘定 △1,285 △958

評価・換算差額等合計 △727 △555

少数株主持分 302 276

純資産合計 47,433 47,513

負債純資産合計 84,638 70,500
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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 115,098 91,348

売上原価 105,682 83,693

売上総利益 9,415 7,654

販売費及び一般管理費 7,322 5,841

営業利益 2,092 1,812

営業外収益   

受取利息 89 29

受取配当金 40 27

仕入割引 90 24

為替差益 221 －

雑収入 22 42

営業外収益合計 464 123

営業外費用   

支払利息 38 48

為替差損 － 281

雑支出 24 9

営業外費用合計 62 338

経常利益 2,494 1,597

特別利益   

貸倒引当金戻入額 53 10

退職給付引当金戻入額 － 27

その他 7 0

特別利益合計 61 37

特別損失   

固定資産除売却損 － 29

投資有価証券評価損 282 －

特別退職金 － 46

事務所移転費用 － 31

その他 68 40

特別損失合計 350 147

税金等調整前四半期純利益 2,205 1,487

法人税等 1,192 404

少数株主利益 35 26

四半期純利益 977 1,056
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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 2,205 1,487

減価償却費 309 338

退職給付引当金の増減額（△は減少） 18 △31

貸倒引当金の増減額（△は減少） △47 37

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △42 7

受取利息及び受取配当金 △129 △56

支払利息 38 48

有形固定資産除売却損益（△は益） 28 21

投資有価証券売却損益（△は益） △1 0

投資有価証券評価損益（△は益） 282 －

リース解約損 － 17

売上債権の増減額（△は増加） 16,401 △13,499

未収入金の増減額（△は増加） 88 1,348

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,140 △5,162

仕入債務の増減額（△は減少） △16,255 14,414

未払又は未収消費税等の増減額 △259 △433

その他の資産・負債の増減額 △653 △445

その他 28 39

小計 △1,130 △1,868

利息及び配当金の受取額 128 59

利息の支払額 △35 △44

リース契約解除に伴う支払額 － △17

法人税等の支払額 △1,726 △106

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,763 △1,977

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △9 △197

投資有価証券の売却による収入 9 0

有形固定資産の取得による支出 △71 △116

有形固定資産の売却による収入 11 0

無形固定資産の取得による支出 △271 △115

貸付けによる支出 △0 △0

貸付金の回収による収入 2 1

その他の支出 △57 △64

その他の収入 12 110

投資活動によるキャッシュ・フロー △375 △381

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 4,797 1,203

短期借入金の返済による支出 △5,240 △1,094

自己株式の取得による支出 △1 △0

自己株式の売却による収入 0 －

配当金の支払額 △988 △989

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,432 △880

現金及び現金同等物に係る換算差額 △688 △323

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,259 △3,563

現金及び現金同等物の期首残高 20,029 16,442

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 65 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 14,835 12,879
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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 

   事業は、内部管理上の分類によって区分しております。 

 ２．各区分に属する主要な商品 

３. 会計処理の方法の変更 

   （前第３四半期累計期間）  

     ① 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による低価法によっ

ておりましたが、当第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）が適用されたことに伴い、主として移動平均法による原価法（貸借対

照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

           なお、これによるセグメント情報に与える影響は軽微であります。 

        ② 当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面

の取扱い」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行ってお

ります。 

          なお、これによるセグメント情報に与える影響は軽微であります。 

   

（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〕

  
電子部品事業 
（百万円） 

アッセンブリ
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 
 79,370  30,271  5,456  115,098  －  115,098

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 －  －  －  －  －  －

  計  79,370  30,271         5,456  115,098  －  115,098

営業利益  2,947  827  222  3,998  △1,905  2,092

  
電子部品事業 
（百万円） 

アッセンブリ
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 
 69,678  19,173 2,496 91,348  － 91,348

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 －  －  －  －  －  －

  計  69,678 19,173 2,496 91,348  － 91,348

営業利益  2,481         1,025 66 3,573  △1,760 1,812

事業区分 主要商品 

電子部品事業 集積回路、半導体素子、回路部品及び電子管 

アッセンブリ事業 アッセンブリ製品 

その他の事業 情報機器及び産業機器 
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 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。 

アジア……大韓民国、香港、中華人民共和国、台湾、シンガポール、マレーシア、インドネシア、タイ 

 北米………アメリカ合衆国 

 ３. 会計処理の方法の変更 

   （前第３四半期累計期間）  

 ① 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による低価法によっ

ておりましたが、当第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）が適用されたことに伴い、主として移動平均法による原価法（貸借対

照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

           なお、これによるセグメント情報に与える影響は軽微であります。 

       ② 当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の

取扱い」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っておりま

す。 

         なお、これによるセグメント情報に与える影響は軽微であります。  

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（百万円） 
アジア

（百万円） 
北米

（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 
 95,398  18,225  1,474  115,098  －  115,098

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 4,633  2,653  2  7,290  △7,290  －

計  100,032  20,879  1,477  122,389  △7,290  115,098

営業利益  4,049  316  32  4,398  △2,305  2,092

  
日本 

（百万円） 
アジア

（百万円） 
北米

（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 
 74,660 15,900 787 91,348  － 91,348

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 3,363 9,084  4 12,452  △12,452  －

計  78,023 24,984 792 103,800  △12,452 91,348

営業利益（△損失）  3,016 607 △9 3,614  △1,801 1,812
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 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．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）アジア……………大韓民国、香港、中華人民共和国、台湾、シンガポール、マレーシア、インドネシア、

タイ 

(2）その他の地域……アメリカ合衆国、イスラエル、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。 

  

  

  該当事項はありません。  

  

  

〔海外売上高〕

  アジア その他の地域 計

Ｉ 海外売上高（百万円）  20,732  1,562  22,294

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  115,098

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 18.0                   1.4                 19.4

  アジア その他の地域 計

Ｉ 海外売上高（百万円）   21,746   831                22,578

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －   91,348

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
                23.8   0.9   24.7

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報
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