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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6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1四半期 51,849 △15.1 1,546 △28.8 1,625 △33.1 662 △15.4

21年3月期第1四半期 61,041 ― 2,171 ― 2,428 ― 783 ―

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1四半期 2.19 ―

21年3月期第1四半期 2.59 2.46

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1四半期 269,176 143,097 51.1 454.73
21年3月期 260,689 137,022 50.5 435.61

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  137,532百万円 21年3月期  131,750百万円

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

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 5.50 ― 4.50 10.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

4.50 ― 5.00 9.50

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） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

110,000 △12.5 2,600 △36.7 2,500 △41.2 1,100 △2.3 3.64

通期 230,000 △4.1 7,000 87.5 6,700 176.8 3,000 ― 9.92



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  無  

(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 

上記に記載した予想数値は、本資料発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在におけ
る仮定を前提としております。実際の業績は、今後の様々な要因によって大きく異なる結果と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
予想のご利用にあたっての注意事項等につきましては、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ください。 

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1四半期 303,108,724株 21年3月期  303,108,724株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  661,023株 21年3月期  655,559株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 302,448,571株 21年3月期第1四半期 302,479,764株



当第１四半期連結累計期間は、昨年秋の「リーマン・ショック」を機に危機的状況に陥った世界経済が、各国

の景気刺激策の効果などにより 悪期を脱し、持ち直しを示す兆候がでてきました。しかし、回復基調にある市

場は未だ一部に限られ、特に当企業グループの主力市場である印刷市場は低迷が続いています。  

こうした環境のもと、当企業グループは、「逆境の中、モノづくりの原点に立ち戻り、新しいモデルで突破す

る」をスローガンに、環境激変へ対応するリスクマネジメントに注力し総固定費を削減し、また、中期経営計画

の目標実現に向けた攻めのモノづくり企業への進化のあくなき追求を進めてまいりました。 

これらの結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は518億49百万円（前年同期比15.1％減）、営業利益は15

億46百万円（前年同期比28.8％減）、経常利益は16億25百万円（前年同期比33.1％減）、四半期純利益は６億62

百万円（前年同期比15.4％減）と、海外子会社の業績が、決算期のズレにより１～３月を対象としていることも

あり、前年同期よりは減収減益に終わりましたが、前年後半の赤字からの脱却は果たしました。 

  

セグメント別業績状況 
  
（１）事業の種類別 

① 印刷インキ事業 

 オフセットインキは、国内では印刷業界の構造的不況から脱却できず、輸出も引き続く円高の影響で伸び悩み

ました。枚葉インキ・UVインキをはじめとして、稼動台数が減少しているオフ輪インキ、カラー広告や部数・ペ

ージ数の減少に歯止めがかからない新聞インキとも苦戦しました。また拡販が進んでいた海外も、世界的な大不

況の影響で販売数量が大きく落ち込みました。 

 グラビアインキは、国内、海外とも出版や建装材用インキが伸び悩みましたものの、主力の食品包装用途につ

いては堅調に推移しました。また、顧客の環境に対するニーズの増加により、ノントルエンのインキや水性イン

キが伸長しましたうえ、生産や物流工程での固定費の圧縮を進めました。 

 これらの結果、当事業全体の売上高は224億26百万円（前年同期比13.4％減）、営業利益は12億86百万円（前

年同期比19.4％減）と、減収減益に終わりました。 

                                                  

② グラフィックアーツ関連機器及び材料事業 

 グラフィックアーツ関連機器は、前期の設備投資抑制が幾分緩和され、POD（プリント・オン・デマンド）関

連機器が伸長しました。 

 グラフィックアーツ関連材料は、POD用やCTP（コンピュータ製版）用材料が伸長しましたが、その他の材料は

印刷市場の低迷により伸び悩みました。 

 これらの結果、当事業全体の売上高は63億３百万円（前年同期比0.2％減）、営業利益は１億32百万円（前年

同期比10.3％減）と、減収減益に終わりました。 

  

③ 高分子関連材料事業 

 缶用塗料（フィニッシェス）は、国内では飲料缶用については好調に推移しましたが、工業用途向けなどが景

気低迷から脱せず伸び悩みました。中国や韓国では前期からの景気低迷が継続し伸び悩みました。 

 樹脂は、国内では高付加価値製品の拡販が進みましたが、建築関連分野では国内、海外とも住宅需要低迷によ

り伸び悩みました。 

 接着剤関連は、自動車用途の接着剤が低調でしたが、食品などの包装用が堅調に推移したうえ、中国を中心と

したディスプレイ向け、エレクトロニクス向けの需要も回復しつつあります。 

 塗工材料は、前期に販売を開始した電磁波シールドフィルム（TSSシリーズ）が拡販により伸長しましたが、

貼る塗料のマーキングフィルムが広告需要の低迷継続により伸び悩みました。 

 これらの結果、当事業全体の売上高は119億８百万円（前年同期比11.7％減）と減収になりましたが、強力な

コストダウンを進めましたため、営業利益は13億44百万円（前年同期比16.6％増）と増益になりました。 

                                                  

④ 化成品及びメディア材料事業 

 汎用顔料は、国内、海外とも印刷インキの需要低迷により伸び悩みました。一方、高機能顔料は、中国や国内

での液晶ディスプレイ用途を中心に、需要が回復しつつあります。 

 プラスチック用着色剤は、国内ではプラスチック容器用は堅調に推移しましたが、自動車及び建装材用途は国

内外とも低調に終わりました。 

 液晶ディスプレイカラーフィルター用材料は、好調でした前年同期には及ばないものの、中国での需要喚起や

国内での助成金制度（エコポイント）の影響もあり販売が回復してきました。一方で好調を維持してきましたイ

【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



ンクジェット材料は、広告需要の減少により伸び悩みました。 

 これらの結果、当事業全体の売上高は108億37百万円（前年同期比26.4％減）、営業利益は11億49百万円（前

年同期比42.3％減）と、減収減益に終わりました。 

  

⑤ その他の事業 

 新型インフルエンザの影響で４月末より「ササマスク」の引き合いが増加し、売上を伸ばしましたが、その他

の商品販売が伸び悩み、当事業全体の売上高は14億77百万円（前年同期比24.0％減）、営業利益は41百万円（前

年同期比65.3％減）と、減収減益に終わりました。 

                                                  

（２）所在地別 
  
① 日本地域 

 オフセットインキやグラフィックアーツ関連材料及び印刷インキ用の汎用顔料は、印刷市場の低迷により伸び

悩みました。また世界的な大不況は脱しつつありますが、エレクトロニクスや自動車産業、住宅需要はまだ本格

的回復に至らず、接着剤やプラスチック用着色剤も伸び悩みました。一方、グラビアインキなどの包装用途関連

材料は堅調に推移しました。また、液晶ディスプレイカラーフィルター用材料や高機能顔料は、好調でした前年

同期には及ばないものの、各国政府の景気対策により、回復しつつあります。 

 これらの結果、売上高は428億41百万円（前年同期比11.4％減）と減収になりましたものの、全社的な総固定

費削減への取り組みにより、営業利益は14億49百万円（前年同期比8.5％増）と増益になりました。 

  

② アジア・オセアニア地域 

 世界的な大不況の影響を も受けた１～３月を対象期間としているため、オフセットインキを始めとして、缶

用塗料、接着剤、プラスチック用着色剤、顔料などの主要製品が軒並み低調に推移しました。また台湾の液晶デ

ィスプレイカラーフィルター用材料は後半、中国需要により多少回復しましたが、前半の低調をカバーできず、

前年同期よりは大きく下回りました。 

 これらの結果、売上高は113億52百万円（前年同期比26.5％減）、営業利益は37百万円（前年同期比95.6％

減）と減収減益に終わりました。 

  

③ ヨーロッパ地域 

 汎用顔料から高付加価値製品への構造改革を進めた当地域も、世界的な大不況により、高機能顔料のほか、拡

販を進めているオフセットインキなども伸び悩みました。 

 これらの結果、売上高は３億95百万円（前年同期比42.7％減）と減収になり、営業損失は３億17百万円（前年

同期は３億16百万円の営業損失）と前年同期並みになりました。 

  

④ 北米地域 

 世界的な大不況の影響を受け、特に建装材用途のグラビアインキや、自動車向けプラスチック用着色剤が低調

に推移しました。一方、接着剤は拡販が進みましたが、テキサス州の新製造所開設に伴う先行費用も発生しまし

た。 

 これらの結果、売上高は13億61百万円（前年同期比28.4％減）と減収になり、営業損失が96百万円（前年同期

は18百万円の営業利益）発生しました。 

  

当第１四半期連結累計期間の総資産の期末残高は2,691億76百万円で、期首残高より84億87百万円増加しまし

た。時価評価額の回復により投資有価証券が増加、繰延税金資産が減少しました。また手許資金の増強の結果、

現金及び預金、有価証券が増加しました。 

負債の期末残高は1,260億79百万円で、期首残高より24億12百万円増加しました。賞与引当に伴い流動負債の

「その他」に含まれる未払費用が増加したほか、手許資金増強のため短期借入金が増加しました。 

純資産の期末残高は1,430億97百万円で、期首残高より60億74百万円増加しました。その他有価証券評価差

額金が増加し、また前期末に比べ円安が進行したことにより為替換算調整勘定が増加しました。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報



（キャッシュ・フローの状況） 

当第１四半期連結累計期間の現金及び現金同等物（以下「資金」といいます。）の期末残高は、期首残高より

63億16百万円増加し、187億84百万円となりました。 

営業活動により得られた資金は82億68百万円となりました。税金等調整前四半期純利益や減価償却費による資

金増加に加え、売上債権、たな卸資産を減少させたことにより、資金が増加しました。 

投資活動により使用した資金は15億67百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得に伴う支出によ

るものですが、前年同期と比べ大幅に圧縮しています。 

財務活動により使用した資金は10億17百万円となりました。配当金の支払に伴う支出などによるものです。 

  

  

国内の業績は期初の予想以上でありましたうえ、世界経済は 悪期を脱しつつありますが、雇用情勢などは依

然厳しく、今後の消費の先行きや、原材料価格及び為替動向などは未だ不透明で、予断を許さない環境が続いて

います。当企業グループは、利益確保のためのあらゆる努力を進めていきますが、現時点では平成21年５月19日

に発表した業績予想に変更はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

   

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



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１四半期連結会計期間末
(平成21年６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 16,347 12,964

受取手形及び売掛金 73,257 74,701

有価証券 3,332 372

商品及び製品 23,050 23,384

仕掛品 1,634 1,412

原材料及び貯蔵品 10,300 10,750

繰延税金資産 2,666 2,510

その他 2,304 2,114

貸倒引当金 △662 △645

流動資産合計 132,229 127,564

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 81,777 81,022

減価償却累計額 △47,173 △46,455

建物及び構築物（純額） 34,604 34,566

機械装置及び運搬具 132,521 131,477

減価償却累計額 △106,282 △104,814

機械装置及び運搬具（純額） 26,239 26,663

工具、器具及び備品 19,600 19,460

減価償却累計額 △16,722 △16,445

工具、器具及び備品（純額） 2,877 3,014

土地 26,637 26,572

リース資産 64 56

減価償却累計額 △17 △12

リース資産（純額） 47 43

建設仮勘定 1,409 1,351

有形固定資産合計 91,815 92,211

無形固定資産 246 275

投資その他の資産   

投資有価証券 31,646 24,855

繰延税金資産 2,644 5,237

その他 11,356 11,297

貸倒引当金 △761 △753

投資その他の資産合計 44,885 40,638

固定資産合計 136,946 133,125

資産合計 269,176 260,689



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６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   

支払手形及び買掛金 33,470 33,417

短期借入金 30,922 30,016

未払法人税等 579 604

その他 13,724 12,312

流動負債合計 78,697 76,350

固定負債   

長期借入金 44,101 44,104

繰延税金負債 1,680 1,444

退職給付引当金 1,346 1,315

役員退職慰労引当金 25 228

その他 227 222

固定負債合計 47,382 47,315

負債合計 126,079 123,666

純資産の部   

株主資本   

資本金 31,733 31,733

資本剰余金 32,920 32,920

利益剰余金 79,128 79,827

自己株式 △252 △252

株主資本合計 143,529 144,229

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 559 △3,756

為替換算調整勘定 △6,556 △8,722

評価・換算差額等合計 △5,997 △12,478

少数株主持分 5,564 5,272

純資産合計 143,097 137,022

負債純資産合計 269,176 260,689



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 61,041 51,849

売上原価 47,897 40,710

売上総利益 13,144 11,138

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 1,588 1,321

給料及び手当 2,585 2,449

賞与 608 588

福利厚生費 710 664

減価償却費 438 324

研究開発費 662 640

その他 4,379 3,602

販売費及び一般管理費合計 10,972 9,592

営業利益 2,171 1,546

営業外収益   

受取利息 37 26

受取配当金 281 237

為替差益 124 114

持分法による投資利益 29 －

その他 249 160

営業外収益合計 721 538

営業外費用   

支払利息 299 292

持分法による投資損失 － 40

その他 164 126

営業外費用合計 463 459

経常利益 2,428 1,625

特別利益   

固定資産売却益 45 7

その他 0 1

特別利益合計 45 8

特別損失   

固定資産除売却損 98 64

たな卸資産評価損 511 －

事業撤退損 240 －

その他 78 22

特別損失合計 929 86

税金等調整前四半期純利益 1,544 1,547

法人税、住民税及び事業税 920 367

法人税等調整額 △311 444

法人税等合計 609 811

少数株主利益 150 73

四半期純利益 783 662



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６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 1,544 1,547

減価償却費 3,051 2,624

受取利息及び受取配当金 △318 △263

支払利息 299 292

有形固定資産売却損益（△は益） △44 －

有形固定資産除却損 67 34

持分法による投資損益（△は益） △29 40

売上債権の増減額（△は増加） △1,104 2,437

たな卸資産の増減額（△は増加） △949 1,357

仕入債務の増減額（△は減少） △309 △668

その他 817 1,125

小計 3,023 8,527

利息及び配当金の受取額 474 258

利息の支払額 △158 △114

法人税等の支払額 △2,019 △402

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,320 8,268

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 △63 △43

定期預金の払戻による収入 183 34

有形固定資産の取得による支出 △3,291 △1,585

有形固定資産の売却による収入 424 16

投資有価証券の取得による支出 △765 △172

投資有価証券の売却による収入 4 52

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

56 －

その他 251 129

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,199 △1,567

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） 4,170 326

長期借入金の返済による支出 △41 －

配当金の支払額 △1,515 △1,256

少数株主への配当金の支払額 △316 △55

その他 2 △30

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,300 △1,017

現金及び現金同等物に係る換算差額 △547 632

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △125 6,316

現金及び現金同等物の期首残高 12,086 12,468

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,960 18,784



 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１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

  当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

 （注）１ 事業区分は製品系列を基礎とし、市場の類似性も考慮して区分しております。 

２ 各事業の主要な製品 

(1）印刷インキ……………………………………オフセットインキ、グラビアインキ等 

(2）グラフィックアーツ関連機器及び材料……印刷機械、印刷機器、プリプレスシステム、印刷材料、グラビ

アシリンダー製版等 

(3）高分子関連材料………………………………缶用内外面塗料、金属インキ、樹脂、接着剤、ワックス、塗工

材料等 

(4）化成品及びメディア材料……………………有機顔料、加工顔料、合成樹脂着色剤、着色樹脂、カラーフィ

ルター用材料、電子材料、インクジェット材料等 

(5）その他…………………………………………天然材料、役務提供等 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
印刷 
インキ 
(百万円) 

グラフィッ
クアーツ 
関連機器 
及び材料 
(百万円) 

高分子
関連材料 
(百万円) 

化成品及び
メディア 
材料 

(百万円) 

その他
(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 
 25,680  6,346  13,074  14,374  1,565  61,041  －  61,041

(2）セグメント間の 

内部売上高又は 

振替高 

 212  △29  407  347  377  1,315 (1,315)  －

計  25,893  6,317  13,481  14,721  1,943  62,356 (1,315)  61,041

営業利益  1,596  147  1,153  1,993  120  5,011 (2,839)  2,171

  
印刷 
インキ 
(百万円) 

グラフィッ
クアーツ 
関連機器 
及び材料 
(百万円) 

高分子
関連材料 
(百万円) 

化成品及び
メディア 
材料 

(百万円) 

その他
(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 
 22,281  6,287  11,537  10,576  1,166  51,849 －   51,849

(2）セグメント間の 

内部売上高又は 

振替高 

 145  15  371  261  310  1,105 (1,105)  －

計  22,426  6,303  11,908  10,837  1,477  52,954 (1,105)  51,849

営業利益  1,286  132  1,344  1,149  41  3,955 (2,408)  1,546



 〔所在地別セグメント情報〕   

  前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

  当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

 （注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 日本以外の区分に属する主な国又は地域 

(1）アジア・オセアニア………中華人民共和国、台湾、オーストラリア、マレーシア、シンガポール 

(2）ヨーロッパ…………………フランス、ベルギー 

(3）北米…………………………アメリカ 

  

  
日本 

(百万円) 

アジア・
オセアニア
(百万円) 

ヨーロッパ
(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 
 43,795  14,767  589  1,888  61,041  －  61,041

(2）セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 4,563  668  100  14  5,347 (5,347)  －

計  48,359  15,436  690  1,902  66,389 (5,347)  61,041

営業利益又は営業損失(△)  1,336  850  △316  18  1,888  282  2,171

  
日本 

(百万円) 

アジア・
オセアニア
(百万円) 

ヨーロッパ
(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 
 39,258  10,940  296  1,353  51,849  －  51,849

(2）セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 3,583  411  99  8  4,102 (4,102)  －

計  42,841  11,352  395  1,361  55,952 (4,102)  51,849

営業利益又は営業損失(△)  1,449  37  △317  △96  1,072  474  1,546



  

 〔海外売上高〕 

  前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

  当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

 （注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1）アジア・オセアニア………中華人民共和国、台湾、オーストラリア、マレーシア、シンガポール 

(2）ヨーロッパ…………………フランス、ドイツ 

(3）北米・中南米………………アメリカ、メキシコ 

(4）アフリカ……………………南アフリカ 

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(ただし、連結会社間の内部売

上高を除く)であります。 

  

  

 該当事項はありません。 

   

  
アジア・
オセアニア 

ヨーロッパ 北米・中南米 アフリカ 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  15,595  603  2,062  48  18,308

Ⅱ 連結売上高（百万円）                          61,041

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
 25.5  1.0  3.4  0.1  30.0

  
アジア・
オセアニア 

ヨーロッパ 北米・中南米 アフリカ 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  11,682  297  1,380  32  13,393

Ⅱ 連結売上高（百万円）                          51,849

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
 22.5  0.6  2.6  0.1  25.8

（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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