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（訂正）平成18年６月期 中間決算短信（連結）の一部訂正について 
 
平成18年２月27日に公表いたしました平成18年６月期 中間決算短信（連結）に一部修正すべき事項が
ありましたので、下記のとおり訂正いたします。 
 

記 

Ⅰ「訂正内容」 

 

① セグメント情報 

従前、ＤＭＥＳ事業における純粋な広告料収入のみが「ネット広告事業」に配賦されていましたが、各事業部で運

営しておりますポータルサイトの広告料収入を全て「ネット広告事業」セグメントに配賦し直した結果、各セグメ

ントの計数が変更になりました。 

なお、この修正は当社の連結貸借対照表並びに連結損益計算書に変更を与えるものではございません。 

 

② 連結キャッシュ・フロー計算書 

連結キャッシュ・フロー計算書におきましては、前期及び当中間期において連結子会社の大幅な増加があったこと

から、開示後も継続して会計監査人と協議を重ねた結果、連結キャッシュ・フロー計算書の項目について表示方法

を変更することになりました。 

なお、この変更は現金及び現金同等物の中間期末残高、現金及び現金同等物の増減額に変動を与えるものではござ

いません。 

 

 

Ⅱ「訂正箇所」（訂正箇所は下線で表示しております） 

   

① １ページの「(3)連結キャッシュ･フローの状況」 

 

（訂正前） 

 

営業活動による 

キャッシュ・フ

ロー 

投資活動による

キャッシュ・フロー

財務活動による

キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物

期 末 残 高

 

17年12月中間期 

16年12月中間期 

百万円 

 1,107       

997    

百万円

△7,341      

△4,371   

百万円 

 6,303    

3,318    

百万円

 9,297 

1,718   

17年６月期 △1,855       △6,490      15,944       9,370      
 
 

（訂正後） 

 

営業活動による 

キャッシュ・フ

ロー 

投資活動による

キャッシュ・フロー

財務活動による

キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物

期 末 残 高

 

17年12月中間期 

16年12月中間期 

百万円 

 1,327       

997    

百万円

△7,461      

△4,371   

百万円 

 6,105  

3,318    

百万円

 9,297 

1,718   

17年６月期 △1,855       △6,490      15,944       9,370      

 

  



② ５～６ページの「3．経営成績及び財政状態」 

 

(1) 経営成績 

 

「ＤＭＥＳ事業」 

（訂正前） 

 こうした諸活動の結果、当中間期連結売上高は3,739,563千円(前年同期比29.5%増)、営業利益は

1,137,518千円(同△19.8％減)となりました。。（なお、ＤＭＥＳ事業のうち、ポータルサイトの広告販

売にかかる部分は次項の「ネット広告事業」に分割して表示しています。両事業を合算した結果は、売

上高は4,314,383千円、営業利益は1,583,750千円となりました。） 

 

（訂正後） 

 こうした諸活動の結果、当中間期連結売上高は2,799,618千円(前年同期比13.0%増)、営業利益は

700,838千円(同47.6％減)となりました。（ＤＭＥＳ事業のうち、ポータル運営にかかる部分は次項の

「ネット広告事業」に区分して表示しております。なお、㈱ＤＭＥＳにおける「ネット広告事業」は、

売上高1,463,475千円、営業利益は837,177千円であります。） 

 

 

「住宅関連事業」 

（訂正前） 

こうした諸活動の結果、当中間期連結売上高は2,492,887千円（前年同期比3,776.2％増）、営業利益

は146,691千円(前年同期△169,303千円)となりました。 

 

（訂正後） 

こうした諸活動の結果、当中間期連結売上高は2,442,887千円（前年同期比415.3％増）、営業利益は

109,191千円(前年同期営業損失88,666千円)となりました。（なお、住宅関連事業のうち、ポータル運営

にかかる部分は「ネット広告事業」に区分して表示しております。）

 

 

「娯楽事業」 

（訂正前） 

こうした諸活動の結果、当中間期連結売上高は21,079,228千円（前年同期は比較対照部門なし）、営

業利益236,912千円（前年同期は比較対照部門なし）となりました。 

 

（訂正後） 

こうした諸活動の結果、当中間期連結売上高は21,029,228千円（前年同期は比較対照部門なし）、営

業利益199,412千円（前年同期は比較対照部門なし）となりました。（なお、娯楽事業のうち、ポータル

運営にかかる部分は「ネット広告事業」に区分して表示しております。）

 

  

「ネット広告事業」 

（訂正前） 

こうした諸活動の結果、当中間期連結売上高は574,820千円（前年同期は比較対照部門なし）、営業利

益は446,232千円（前年同期は比較対照部門なし）となりました。 

 

（訂正後） 

 こうした諸活動の結果、当中間期連結売上高は1,614,765千円（前年同期比805.3％増）、営業利益は

957,912千円（前年同期営業損失31,778千円）となりました。 

 

 

「その他事業」 

（訂正前） 

当中間期連結売上高は623,466千円（前年同期は比較対照部門なし）、営業損失22,324千円（前年同期

は比較対照部門なし）となりました。 

 

  



（訂正後） 

当中間期連結売上高は623,466千円（前年同期比358,214.0％増）、営業損失22,324千円（前年同期営

業利益5,345千円）となりました。 

 

 

 

③ ７ページの「(2)キャッシュ・フローの状況」 

 

 

（訂正前） 

 当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、営業活動によるキャッ

シュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローが増加しましたが、投資活動によるキャッシュ・

フローが減少したことにより前連結会計年度に比べて73,490千円減少し、期末残高は9,297,301千円（前

年同期比0.8％減）となりました。 

 当連結会計年度における各キャッシュ・フロー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） 

  当中間連結会計期間において営業活動による資金の増加は、1,107,399千円（前年同期比109,430

千円増）となりました。 

これは主に、減価償却費1,367,626千円、仕入債務の増加4,031,809千円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） 

  当中間連結会計期間において投資活動による資金の減少は、7,341,168千円（前年同期比

2,969,796千円減）となりました。 

これは主に、貸付による支出△4,250,625千円、投資有価証券の取得による支出△1,980,602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） 

  当中間連結会計期間において財務活動による資金の増加は、6,303,780千円（前年同期比

2,984,804千円増）となりました。 

これは主に、短期借入金の純増額5,106,460千円によるものであります。 

 

（訂正後） 

 当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、営業活動によるキャッ

シュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローが増加しましたが、投資活動によるキャッシュ・

フローが減少したことにより前連結会計年度に比べて73,490千円減少し、期末残高は9,297,301千円（前

年同期比441.1％増）となりました。 

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フロー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） 

  当中間連結会計期間において営業活動による資金の増加は、1,327,636千円（前年同期比329,667千

円増）となりました。 

これは主に、減価償却費1,414,570千円、仕入債務の増加4,031,809千円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） 

  当中間連結会計期間において投資活動による資金の減少は、7,461,486千円（前年同期比3,090,114

千円減）となりました。 

これは主に、貸付による支出△4,250,625千円、投資有価証券の取得による支出△1,980,602千円

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） 

  当中間連結会計期間において財務活動による資金の増加は、6,105,818千円（前年同期比2,786,843

千円増）となりました。 

これは主に、短期借入金の純増額5,106,460千円によるものであります 

 

 

  



④ 16～17ページの「④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】」 

 

当中間連結会計期間 (自 平成17年７月１日  至 平成17年12月31日) 

 （訂正前）  （訂正後） 

区分 金額（千円） 区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前中間（当期）純利益 330,348 税金等調整前中間（当期）純利益 330,348

減価償却費 1,367,626 減価償却費 1,414,570

連結調整勘定償却額 440,129 連結調整勘定償却額 440,129

貸倒引当金の増減額 △134,348 貸倒引当金の増減額（△減少） △134,348

 賞与引当金の減少額 △87,501

退職給付引当金の増減額 △44,692 退職給付引当金の増減額（△減少） △44,692

受取利息及び受取配当金 △53,601 受取利息及び受取配当金 △53,601

支払利息 304,610 支払利息 304,610

 持分法投資損失 157,342

為替差損 △17,720 為替差損益（△差益） △17,720

社債発行費 82,672 社債発行費 82,672

新株発行費 66,164 新株発行費 66,164

投資有価証券売却益 △9,218  

有形固定資産売却益 △111,244 固定資産売却益 △111,244

子会社株式売却益 △2,082  

有形固定資産除売却損 202,730 固定資産除売却損 202,730

賃貸借契約解約損 39,535 賃貸借契約解約損 39,535

買収関連費用 － 買収関連費用 44,950

投資有価証券評価損 53,431 投資有価証券評価損 53,431

売上債権の増減額 △1,524,337 売上債権の増減額（△増加） △1,524,337

 営業貸付金の増加額 △1,527,559

たな卸資産の増加額 △1,635,757 たな卸資産の増加額 △1,597,368

仕入債務の増減額 4,031,809 仕入債務の増減額（△減少） 4,031,809

未払消費税等の増減額 △96,850 未払消費税等の増減額（△減少） △96,850

役員賞与の支払額 △30,000 役員賞与の支払額 △30,000

その他 △1,245,208 その他 551,250

小計 2,013,997 小計 2,494,321

利息及び配当金の受取額 33,676 利息及び配当金の受取額 33,676

利息の支払額 △304,272 利息の支払額 △304,272

法人税等の支払額 △640,759 法人税等の支払額 △896,089

法人税等の還付額 4,758  

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,107,399 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,327,636

   

  



   

 （訂正前）  （訂正後） 

区分 金額（千円） 区分 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー Ⅱ 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 △1,416,157 定期預金の預入による支出 △1,716,157

定期預金の払戻による収入 649,559 定期預金の払戻による収入 649,559

有形固定資産の取得による支出 △1,455,029 有形固定資産の取得による支出 △1,172,364

有形固定資産の売却による収入 1,062,067 有形固定資産の売却による収入 1,648,271

 リース資産の取得による支出 △818,944

 リース資産の売却による収入 80,244

投資有価証券の取得による支出 △1,980,602 投資有価証券の取得による支出 △1,980,602

投資有価証券の売却による収入 155,462 投資有価証券の売却による収入 155,462

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取
得による支出 

△2,305,763
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取
得による支出 

△1,720,788

 子会社株式の取得による支出 △584,975

 
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取
得による収入

8,612

 
連結範囲の変更を伴う子会社株式の売
却による支出

△50,294

 関係会社株式の売却による収入 2,420

貸付による支出 △4,250,625 貸付による支出 △4,250,625

貸付金の回収による収入 3,721,571 貸付金の回収による収入 3,721,571

営業譲受による支出 25,450 営業譲受による支出 －

無形固定資産の取得による支出 △259,580 無形固定資産の取得による支出 △171,143

 無形固定資産の売却による収入 250,083

長期前払費用の取得による支出 △500,417 長期前払費用の取得による支出 △500,417

敷金・保証金の差入による支出 △586,099 敷金・保証金の差入による支出 △586,099

敷金・保証金の返還による収入 105,159 敷金・保証金の返還による収入 105,159

 保険積立金の積立による支出 △345,577

その他 △306,165 その他 △184,884

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,341,168 投資活動によるキャッシュ・フロー △7,461,486

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  



   

  

 （訂正前）  （訂正後） 

区分 金額（千円） 区分 金額（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入金純増減額 5,106,460 短期借入金純増減額 5,106,460

長期借入れによる収入 7,548,932 長期借入れによる収入 5,848,564

長期借入金の返済による支出 △3,986,138 長期借入金の返済による支出 △4,184,099

社債の発行による収入 1,760,750 社債の発行による収入 1,760,750

社債の償還による支出 △4,952,235 社債の償還による支出 △1,118,000

 リース債権流動化の返済による支出 △2,133,866

株式の発行による収入 △60,436 株式の発行による収入 5,728

新株予約付社債の発行による収入 988,377 新株予約権付社債の発行による収入 988,377

配当金の支払による支出 △101,384 配当金の支払による支出 △101,384

自己株式の取得による支出 △546 自己株式の取得による支出 △546

その他 － その他 △66,164

財務活動によるキャッシュ・フロー 6,303,780 財務活動によるキャッシュ・フロー 6,105,818

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △45,460 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △45,460

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 24,550
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△減

少）
△73,490

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 9,370,792 Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 9,370,792

 連結子会社増加に伴う現金及び現金
同等物の増加高 

8,612
Ⅶ 連結子会社増加に伴う現金及び現金
同等物の増加高 

－

 連結子会社減少に伴う現金及び現金
同等物の減少額

△106,654  

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末（期
末）残高 

9,297,301
Ⅷ 現金及び現金同等物の中間期末（期

末）残高 
9,297,301

  

 

 

  



   

⑤ 29ページの「表示方法の変更」 

 

当中間連結会計期間 (自 平成17年７月１日  至 平成17年12月31日) 

（訂正前） （訂正後） 

───── （中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

 1. 前中間連結会計期間において、営業活動による

キャッシュ・フローの「その他」に含めて表示してお

りました「賞与引当金の増減額（△減少）」は、重要

性が増したため、当中間連結会計期間において区分掲

記しております。なお、前中間連結会計期間の営業活

動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めてお

りました「賞与引当金の増減額（△減少）」は、

69,273千円であります。

 2. 前中間連結会計期間において、営業活動による

キャッシュ・フローの「その他」に含めて表示してお

りました「持分法投資損益（△利益）」は、重要性が

増したため、当中間連結会計期間において区分掲記し

ております。なお、前中間連結会計期間の営業活動に

よるキャッシュ・フローの「その他」に含めておりま

した「持分法投資損益（△利益）」は、△6,494千円

であります。

 3. 前中間連結会計期間において、投資活動による

キャッシュ・フローの「その他」に含めて表示してお

りました「保険積立金の積立による支出」は、重要性

が増したため、当中間連結会計期間において区分掲記

しております。なお、前中間連結会計期間の投資活動

によるキャッシュ・フローの「その他」に含めており

ました「保険積立金の積立による支出」は、△40,581

千円であります。

 

  



   

⑥ 38ページの「（セグメント情報）」 

 

（訂正前） 

当中間連結会計期間（自 平成17年７月１日 至 平成17年12月31日） 

 
ＤＭＥＳ事業 
（千円） 

ＴＣＬＡ事業
（千円） 

住宅関連事業
（千円） 

娯楽事業 
（千円） 

金融事業 
（千円） 

ネット広告事業
（千円） 

 

売上高   

(1）外部顧客に対する売上高 3,739,563 18,297,822 2,492,887 21,079,228 1,343,694 574,820

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高 

473,318 373,617 ― 12,333 5,623 ―

計 4,212,882 18,671,440 2,492,887 21,091,561 1,349,318 574,820

営業費用 3,075,364 18,904,613 2,328,116 20,854,649 1,315,867 128,587

営業利益又は営業損失（△） 1,137,518 △233,173 146,691 236,912 33,450 446,232

 

 
その他事業 
（千円） 

計（千円）
消去又は全社
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高  

(1）外部顧客に対する売上高 623,466 48,151,483 48,151,483

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高 

― 864,893 (864,893) ―

計 623,466 49,016,376 (864,893) 48,151,483

営業費用 645,790 47,271,068 (326,528) 46,944,540

営業利益又は営業損失（△） △22,324 1,745,308 (538,364) 1,206,943

 （注）１ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっており、製品の種類、性質等の類似性を考慮して

「ＤＭＥＳ事業」、「ＴＣＬＡ事業」、「住宅関連事業」、「娯楽事業」、「金融事業」、「ネット

広告事業」及び「その他事業」に区分しております。 

２ 各事業の主な内容 

 (1)ＤＭＥＳ事業 Ｗｅｂサイトの構築、営業支援及び管理・運営、 

 (2)ＴＣＬＡ事業 中古車買取販売、車の修理サービス、車に関わる損害保険等の販売代理 

 (3)住宅関連事業 住宅プロデュース 

 (4)娯楽事業 テレビゲームソフト販売、FC本部等 

 (5)金融事業 総合リース業 

 (6)ネット広告事業 Ｗｅｂサイト上における広告販売枠 

 (7)その他事業 コンサルティング事業（経営コンサルティング）、広報・管理事業等 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、994,164千円であり、その

主なものは親会社の管理部門等にかかる費用であります。 

４ 事業区分の方法の変更 

 前連結会計年度において外食事業を行う株式会社ディア.スープの全株式を売却したことに伴い、当中

間連結会計期間から事業の種類別セグメントの変更を行うこととし、「外食事業」セグメントを廃止

することにいたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

（訂正後） 

当中間連結会計期間（自 平成17年７月１日 至 平成17年12月31日） 

 
ＤＭＥＳ事業 
（千円） 

ＴＣＬＡ事業
（千円） 

住宅関連事業
（千円） 

娯楽事業 
（千円） 

金融事業 
（千円） 

ネット広告事業
（千円） 

売上高   

(1）外部顧客に対する売上高 2,799,618 18,297,822 2,442,887 21,029,228 1,343,694 1,614,765

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高 

473,318 373,617 ― 12,333 5,623 ―

計 3,272,937 18,671,440 2,442,887 21,041,561 1,349,318 1,614,765

営業費用 2,572,099 18,904,613 2,333,695 20,842,149 1,315,867 656,853

営業利益又は営業損失（△） 700,838 △233,173 109,191 199,412 33,450 957,912

 

 
その他事業 
（千円） 

計（千円）
消去又は全社
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高  

(1）外部顧客に対する売上高 623,466 48,151,483 ― 48,151,483

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高 

― 864,893 (864,893) ―

計 623,466 49,016,376 (864,893) 48,151,483

営業費用 645,790 47,271,068 (326,528) 46,944,540

営業利益又は営業損失（△） △22,324 1,745,308 (538,364) 1,206,943

 （注）１ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっており、製品の種類、性質等の類似性を考慮して

「ＤＭＥＳ事業」、「ＴＣＬＡ事業」、「住宅関連事業」、「娯楽事業」、「金融事業」、「ネット

広告事業」及び「その他事業」に区分しております。 

２ 各事業の主な内容 

 (1)ＤＭＥＳ事業 Ｗｅｂサイトの構築、営業支援及び管理・運営、 

 (2)ＴＣＬＡ事業 中古車買取販売、車の修理サービス、車に関わる損害保険等の販売代理 

 (3)住宅関連事業 住宅プロデュース 

 (4)娯楽事業 テレビゲームソフト販売、FC本部等 

 (5)金融事業 総合リース業 

 (6)ネット広告事業 Ｗｅｂサイト上における広告枠販売等 

 (7)その他事業 コンサルティング事業（経営コンサルティング）、広報・管理事業等 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、994,164千円であり、その

主なものは親会社の管理部門等にかかる費用であります。 

 ４ 事業区分の方法の変更 

  前連結会計年度において外食事業を行う株式会社ディア.スープの全株式を売却したことに伴い、当中

間連結会計期間から、「外食事業」セグメントを廃止することにいたしました。 

なお、事業区分の方法については、事業の種類・性質の類似性等を考慮して区分しておりますが、従

来ＤＭＥＳ事業に含めていたエクステリアＣＡＤ・ＣＧ販売事業については、企業集団の実態をより

適切に表示するため、当中間連結会計期間より、所属する区分を住宅関連事業に変更しております。

この結果、従来の方法に比べて当中間連結会計期間の売上高は、住宅関連事業が490,720千円増加（う

ち、外部顧客に対する売上高は490,720千円）し、ＤＭＥＳ事業が490,720千円減少（うち、外部顧客

に対する売上高は490,720千円）しております。営業費用は住宅関連事業が482,600千円増加し、ＤＭ

ＥＳ事業が482,611千円減少しております。 

「ネット広告事業」は前中間連結会計期間まで「その他事業」に含めておりましたが、金額的重要性

が高まったため、前連結会計年度より区分して表示しております。 

   なお、前中間連結会計期間及び前連結会計年度のセグメント情報を、当中間連結会計期間において

用いた事業区分の方法により区分すると次のようになります。

  



   

①前中間連結会計期間（自 平成16年７月１日 至 平成16年12月31日）

 
ＤＭＥＳ事業 

（千円）
ＴＣＬＡ事業
（千円）

外食事業 
（千円）

住宅関連事業
（千円）

ネット広告事業 
（千円）

その他事業 
（千円）

売上高   

(1）外部顧客に対する売上高 2,477,542 4,032,099 210,913 474,089 178,359 174

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高

― ― 8,090 ― ― 5,171

計 2,477,542 4,032,099 219,004 474,089 178,359 5,345

営業費用 1,139,440 4,031,908 211,823 562,755 210,138 ―

営業利益又は営業損失（△） 1,338,101 190 7,180 △88,666 △31,778 5,345

 

 計（千円）
消去又は全社

（千円）
連結 

（千円）

売上高  

(1）外部顧客に対する売上高 7,373,177 ― 7,373,177

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高

13,262 (13,262) ―

計 7,386,439 (13,262) 7,373,177

営業費用 6,156,067 575,256 6,731,323

営業利益又は営業損失（△） 1,230,372 (588,518) 641,853

 

 

②前連結会計年度（自 平成16年７月１日 至 平成17年６月30日）

 
ＤＭＥＳ事業 
（千円）

ＴＣＬＡ事業
（千円）

住宅関連事業
（千円）

娯楽事業 
（千円）

金融事業 
（千円）

ネット広告事業
（千円）

売上高   

(1）外部顧客に対する売上高 4,147,940 12,699,908 2,626,429 9,637,588 702,896 1,129,882

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高

99,551 32,723 2,316 ― 1,180 ―

計 4,247,491 12,732,631 2,628,745 9,637,588 704,077 1,129,882

営業費用 2,862,217 12,761,861 2,137,255 9,721,833 630,778 234,676

営業利益又は営業損失（△） 1,385,274 △29,230 491,489 △84,245 73,298 895,206

 

 
外食事業 
（千円）

その他事業 
（千円）

計（千円）
消去又は全社

（千円）
連結 

（千円）

売上高
 

 

(1）外部顧客に対する売上高 319,907 271,252 31,535,806 ― 31,535,806

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高

8,070 24,210 168,051 (168,051) ―

計 327,977 295,462 31,703,857 (168,051) 31,535,806

営業費用 336,335 58,597 28,743,556 778,033 29,521,589

営業利益又は営業損失（△） △8,357 236,865 2,960,301 (946,085) 2,014,216

 

 

以上 

  


