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1 株式会社　電通

20062006年年33月期業績の概況と月期業績の概況と
電通グループの成長戦略電通グループの成長戦略

代表取締役社長　俣木　盾夫

このプレゼンテーション資料には、2006年5月18日現在の、

経営陣の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が
含まれています。経済情勢などに関わるリスクや不確定要因
により実際の業績が記載の予測と大幅に異なる可能性が
あります。



2 株式会社　電通

20052005年度のレビュー年度のレビュー

■　■　人材の増強・育成とメソッドの開発・強化人材の増強・育成とメソッドの開発・強化

■　■　グループ全体で増収増益を達成グループ全体で増収増益を達成

■　■　 「４・２・２戦略」に基づく積極的な投資「４・２・２戦略」に基づく積極的な投資

2005年度のレビュー
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４つの市場における事業強化４つの市場における事業強化

国内広告市場 広告周辺市場 新市場 海外市場

「ユビキタス･コア」設立
（ｸﾛｽﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ事業）

「電通ﾃｯｸ」100％子会社化

「電通ﾊﾞｽﾞ･ﾘｻｰﾁ」の開発
（ﾈｯﾄ上の口ｺﾐ調査・分析ｼｽﾃﾑ）

「ﾈｯﾄ･ﾌﾟﾗｲｽ」と業務・資本提携
（ｅコマース事業）

「メンバーズ」と業務・資本提携
（ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ事業）

「インターロジックス」子会社化
（ＣＲＭ事業）

「２４-７ Sｅaｒｃｈ」設立
（検索ｴﾝｼﾞﾝﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ事業）

「オプト」と業務・資本提携
（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ事業）

「ＣＡモバイル」と業務・資本提携 （ﾓﾊﾞｲﾙﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ事業）

「名鉄ｴｰｼﾞｪﾝｼｰ」連結子会社化 （広告・SP事業）

「dof」設立
（ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ

ﾃﾞｨﾚｸｼｮﾝ業務）

「メディア・シェイカーズ」設立 （ｸﾛｽﾒﾃﾞｨｱﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ事業）

「電通ｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ」設立
（ｽﾎﾟｰﾂﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ事業）

「東宝」と業務・資本提携

2010年、2014年の

ＦＩＦＡワールドカップの
日本におけるＴＶ放送権獲得

2014年までのＦＩＦＡ主催大会

協賛パッケージの日本企業へ
の独占販売権を獲得

2014年までのＦＩＦＡ主催大会の

アジアでの放送権獲得

「電通アルファ」設立
（ベトナムにおける広告会社）

「電通マーコム・ドバイ」設立
（中東地区における

広告会社）

「電通ｸﾘｴｰﾃｨﾌﾞ･ｲﾝﾊﾟｸﾄ」設立
（インドにおける

ｸﾘｴｰﾃｨﾌﾞ･ﾌﾞﾃｨｯｸ）

「電通モスクワ支社」業務再開

「ＳＥＯＵＬｰＡＸ」に出資
（ソウルのライブハウス）

「ﾋﾟｭﾌﾞﾘｼｽ ﾚｼﾞｵﾝのﾊﾟﾅﾑ」と
業務提携契約を締結
（フランスの広告会社）

「ﾋﾞ-ｴﾑｾﾞｯﾄ ｱﾝﾄﾞ ﾓｱ」と
業務提携契約を締結
（ドイツの広告会社）

テジタル関連事業の専門部署設置 （新聞局およびテレビ局）

ＵＥＦＡと2009年までのマーケ

ティングエージェント契約締結

「イー・キャッシュ」への出資 （ｅｺﾏｰｽｻｲﾄ構築・決済事業）

「フジテレビジョン」「ＴＢＳ］への戦略出資

「プレゼントキャスト」設立 （動画コンテンツ検索ポータル事業）

「ＮＥＣビッグローブ」設立 （ブロードバンドメディア対応の広告マーケティング事業）

「電通東日本」と「電通ｱｲ」合併

（広告事業）

2005年度のレビュー
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連結業績の概況連結業績の概況
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（百万円）

20052005年度連結業績の概況年度連結業績の概況

2005年度連結業績

2005年3月期 2006年3月期 前期比（差） 予算比(差）

売上高 1,910,469 1,963,296 +2.8% +1.2%

売上総利益 317,902 325,896 +2.5% ▲0.1%

    　売上総利益率 16.6% 16.6% ▲ 0.0

　 販管費 260,299 267,120 +2.6% ▲0.4%

営業利益 57,603 58,776 +2.0% +1.1%
　  オペレーティング

　　･マージン 18.1% 18.0% ▲0.1

経常利益 59,265 64,837 +9.4% +6.5%

当期純利益 27,532 31,002 +12.6% +10.1%

ＥＰＳ（円） 10,110.45 11,300.31

※１ オペレーティング・マージン＝営業利益÷売上総利益×100
※２ 予算比は2005年11月15日発表の業績予想との比較

ppts

ppts



6 株式会社　電通

2,940

3,179
3,259

16.6%
16.8%

16.6%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

2003年度 2004年度 2005年度

（億円）

15%

16%

17%

18%

19%

20%

グループ全体での売上総利益額の成長グループ全体での売上総利益額の成長

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2003年度 2004年度 2005年度

(％)

電通 広告サービス
マーケティングサービス e-ソリューションサービス
コンテンツビジネス 海外広告サービス
シェアドサービス／その他 連結調整
連結売上総利益前期比

※寄与度：各事業領域における売上総利益の増減が、連結売上総利益の成長率を
どれだけ押し上げた（押し下げた）かを示す。

　　 （当該領域の当期売上総利益－当該領域の前期売上総利益）÷前期連結売上総利益

2005年度連結業績

+2.5%
+8.1%

連結売上総利益額成長の事業領域別寄与度連結売上総利益額成長の事業領域別寄与度連結売上総利益と売上総利益率の推移連結売上総利益と売上総利益率の推移
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連結営業利益／オペレーティング・マージンの推移連結営業利益／オペレーティング・マージンの推移 一貫したコストコントロールへの取組み一貫したコストコントロールへの取組み
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電通グループの成長戦略電通グループの成長戦略
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電通グループの成長戦略

今後の市場展望今後の市場展望

名目ＧＤＰ／日本の広告費の前年比予測

（出所） 電通『日本の広告費』2005年／名目ＧＤＰと日本の広告費の予測は日本経済研究センター（2006年4月）

-10

-5

0

5

10

15

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
（E)

2007
（E)

2008
（E)

(年）

（％）

日本の広告費（暦年）

名目GDP（暦年）



10 株式会社　電通

「４・２・２戦略」によるコミュニケーション・ビジネスの拡大「４・２・２戦略」によるコミュニケーション・ビジネスの拡大

メディア／
クリエーティブ

マーケティング／
販促領域

スポーツ・マーケティング
ビジネス

放送権
マーケティング権

ライセンス権などの
販売・活用
大会運営

エンタテインメント・
ビジネス

出資・制作による
放映権などの

マーケティング活用

「日本の広告費」での「日本の広告費」での

推定市場（約６兆円）推定市場（約６兆円）

国内広告市場 広告周辺市場 新市場 海外市場

電通グループの成長戦略

４マスメディア広告

新聞　雑誌
ラジオ　テレビ

衛星メディア広告

インターネット広告
モバイル広告

（クリエーティブ含まず）

ＳＰ広告

折込(折込料） 屋外（制作）

交通（掲出料）
電話帳 （掲出料）

メディア・プランニング

クリエーティブ

海外における広告
マーケティング市場

マーケティング、コンサル

ＰＲ

リサーチ

インタラクティブ・
ソリューション

ＷＥＢ制作　ＣＲＭ　

ｅコマース

ｅプロモーション

セールス・プロモーション

ＤＭ（郵便料）
ＰＯＰ（店頭販促物）制作

展示・映像　他

販促イベント
折込・交通・ＤＭ 制作など

広告市場

広告周辺市場

国内・海外における
ｽﾎﾟｰﾂとｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄの

ｺﾝﾃﾝﾂ
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　電通グループの成長を牽引する４つのドライバー　電通グループの成長を牽引する４つのドライバー

国内広告市場 広告周辺市場 海外市場

電通グループの成長戦略

メディア／
クリエーティブ

マーケティング／
販促領域

海外における広告
マーケティング市場

新市場

国内・海外における
ｽﾎﾟｰﾂとｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄの

ｺﾝﾃﾝﾂ

セールス・
プロモーション

ｅプロモーション

ＳＰ広告

インターネット広告
モバイル広告

インタラクティブ・
ソリューション

ブランデッド・
エンタテインメント

放送権
マーケティング権

ライセンス権
イベント

ＴＶ番組セールス
各種メディア企画
広告キャンペーン

④中国・④中国・
アジア地域アジア地域
におけるにおける
ビジネスビジネス

（国内） （国内） （国内・海外） （海外）

キャラクター・
ライセンス権

③スポーツ・マーケティング・ビジネス③スポーツ・マーケティング・ビジネス

①プロモーション・ビジネス①プロモーション・ビジネス

②インタラクティブ・ビジネス②インタラクティブ・ビジネス
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制作・ｼｽﾃﾑ構築・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ関連

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ･ﾓﾊﾞｲﾙ･ﾒﾃﾞｨｱ関連

インタラクティブ領域への取り組みインタラクティブ領域への取り組み

インタラクティブ領域の重点施策インタラクティブ領域の重点施策インタラクティブ領域における電通グループの売上高推移インタラクティブ領域における電通グループの売上高推移

※ 電通ｸﾞﾙｰﾌﾟ各社の外部顧客に対する売上高の単純合算
※ 前年同期比は売上高合計の成長率

電通グループの成長戦略

インタラクティブ・メディア事業の
競争力強化

クロスメディア・サービスによる
新しいメディアビジネスの推進

インタラクティブ・クリエーティブ力の強化と
データ・マネジメント事業の育成

ネットを活用した新事業の拡大
（Eコマース事業やロングテール分野の事業）

+18％

+44％
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電通グループが関わる主なスポーツイベント

スポーツ・マーケティングによる需要の創造スポーツ・マーケティングによる需要の創造

電通グループの成長戦略

冬季オリンピック
（トリノ）

世界陸上（ヘルシンキ）

世界水泳（モントリオール）

東アジアサッカー
（韓国）

FIFAワールドカップ

（ドイツ）

世界陸上（大阪）

TM

20052005年度年度 20062006年度年度 20072007年度年度 20082008年度年度

アジア大会（ドーハ）

野球アジアシリーズ（日本）

夏季オリンピック（北京）

サッカー欧州選手権
（ｽｲｽ・ｵｰｽﾄﾘｱ）

バレーボール男女　　　
世界選手権大会（日本）

４
年
ご
と

２
年
ご
と

毎
年

東アジアサッカー
（中国）

ＦＩＦＡクラブワールド
チャンピオンシップ

トヨタカップ（日本）

野球アジアシリーズ（日本） 野球アジアシリーズ（未定）

ワールドベースボール
クラシック

（アメリカなど）

野球アジアシリーズ（未定）

ワールドベースボール
クラシック（未定）

世界水泳（メルボルン）

メジャーリーグベースボール メジャーリーグベースボール メジャーリーグベースボール メジャーリーグベースボール

TOYOTAプレゼンツ　　　　
ＦＩＦＡクラブワールドカップ

ジャパン2006（日本）

（TOYOTAプレゼンツ）　　
ＦＩＦＡクラブワールドカップ

（未定）

（TOYOTAプレゼンツ）　　
ＦＩＦＡクラブワールドカップ

（未定）
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海外事業の売上高見通しとその戦略

中国・アジア地域における事業強化中国・アジア地域における事業強化

※各社の外部顧客に対する売上高の単純合算

◆ 複数拠点化による競合クライアント対応

◆ インターネットおよび広告周辺領域への展開

◆ 北京オリンピック、上海万博への対応

◆ 人材強化によるブランド作業の質的向上

◆ 本社からのノウハウ、メソッドの移管

◆ ガバナンス体制の強化

◆ 経理・回収システム、取引先リスク管理の強化

電通グループの成長戦略

中国を中心としたアジア地域の戦略中国を中心としたアジア地域の戦略
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２兆円電通グループの達成とさらなる成長２兆円電通グループの達成とさらなる成長

※各社の外部顧客に対する売上高をベースにした推計値

中期経営計画に基づく事業領域別売上高成長イメージ

電通グループの成長戦略
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eｿﾘｭｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ

広告ｻｰﾋﾞｽ

電通
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事業投資事業投資

株主還元株主還元

キャッシュフローの使途と株主還元の充実キャッシュフローの使途と株主還元の充実

優良コンテンツ、インターネット領域、優良コンテンツ、インターネット領域、

アジア市場への投資などアジア市場への投資など

安定的な配当安定的な配当、、

機動的機動的な自己株式の取得などな自己株式の取得など

配当金総額と配当性向（単体）の推移

設備投資設備投資
システムへの投資、システムへの投資、

ツールやメソッドの開発などツールやメソッドの開発など

電通グループの成長戦略
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20062006年度の連結業績見通し年度の連結業績見通し　　

（百万円）

2006年3月期実績 2007年3月期予算 前期比（差）

売上高 1,963,296 2,081,364 +6.0%

売上総利益 325,896 356,092 +9.3%

   　 売上総利益率 16.6% 17.1% +0.5

営業利益 58,776 67,190 +14.3%
　 オペレーティング

　　･マージン 18.0% 18.9% +0.9

経常利益 64,837 68,875 +6.2%

当期純利益 31,002 35,097 +13.2%

　　　 ＥＰＳ（円） 11,300.31 12,995.12

ppts

ppts

2006年度連結業績見通し



18 株式会社　電通

＜補足資料＞＜補足資料＞
　　

20062006年年33月期決算概況月期決算概況
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連結の業績
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2005年3月期 2006年3月期 前期比（差） 予算比

売上高 1,910,469 1,963,296 +2.8% +1.2%

売上総利益 317,902 325,896 +2.5% ▲0.1%

    売上総利益率 16.6% 16.6% ▲ 0.0 -

営業利益 57,603 58,776 +2.0% +1.1%
　  オペレーティング

　　･マージン 18.1% 18.0% ▲ 0.1 -

経常利益 59,265 64,837 +9.4% +6.5%

当期純利益 27,532 31,002 +12.6% +10.1%

ppts

ppts

20052005年度連結業績の概況年度連結業績の概況

（百万円）

※予算比は2005年11月15日発表の2006年3月期業績予想との比較
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2006年3月期 前期比 2006年3月期 前期比

広告業 1,871,756 +3.1% 広告業

（構成比 93.7%） 
地域電通５社 114,219 +3.7%

その他の事業 125,282 ▲2.1% DYR東京 35,999 ▲14.6%
　（構成比 6.3％） 電通ﾎｰﾙﾃﾞｲﾝｸﾞｽUSA      36,975 ▲8.7%

　　計 1,997,038 +2.8% 北京電通 28,520 +5.9%

セグメント間の消去
▲33,741 － ｃｃｉ 21,754 +61.8%

連　　結 1,963,296 +2.8% その他の事業

ISID 54,133 ▲4.0%

ジェネオン(日本） 29,361 ▲0.4%

連結売上高の状況連結売上高の状況 ＜１＞＜１＞

事業の種類別
セグメントの売上高

主な子会社の売上高

（百万円）（百万円）

注１：各社の売上高は内部取引控除後

注２：地域電通５社は、電通東日本＋電通EYE、電通西日本、電通九州、電通北海道、電通沖縄を含む
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所在地別の売上高

連結売上高の状況連結売上高の状況 ＜２＞＜２＞

（百万円）

2006年3月期 前期比 構成比 前期構成比

米  州　　　　　　　　 43,667 ▲5.8% 2.2% 2.4%

欧  州　 15,878 +25.5% 0.8% 0.7%

中  国 35,510 +0.7% 1.8% 1.8%

アジア（中国を除く） 39,079 +17.2% 2.0% 1.7%
海外ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の消去 ▲ 344 － － －

海外計 133,790 +5.0% 6.8% 6.6%

日  本 1,841,617 +2.7% 93.2% 93.4%

  計 1,975,408 +2.9% 100.0% 100.0%
ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の消去 ▲ 12,111 － － －

連  結 1,963,296 +2.8% － －
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連結売上高の状況連結売上高の状況 ＜３＞＜３＞

　

• Ｍｅｄｉａ　Ｓｈａｋｅｒｓ
• 電通スポーツパートナーズ
• ｄｏｆ
• 電通マーコム　等
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

新規連結子会社の売上貢献

・新規連結子会社数：　　 12社　

・除外　　　　　　　　　　　　　　4社

・連結子会社数合計 　 　111社　（前期末から8社増）

・貢献売上高 ： 　　 　30億円　

新規連結子会社
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連結営業利益の状況連結営業利益の状況

（百万円）

2005年3月期 2006年3月期 前期比

売上総利益 317,902 325,896 +2.5%

　　　人件費 153,400 157,495 +2.7%

　　　　 給料手当 129,228 132,499 +2.5%

　　　 　その他 24,171 24,996 +3.4%

　　　営業費 91,652 95,005 +3.7%

　　　減価償却費等 15,246 14,619 ▲4.1%

　　販管費合計 260,299 267,120 +2.6%

営業利益 57,603 58,776 +2.0%

18.1% 18.0% ▲0.1%
　　オペレーティング

　　･マージン ppts
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連結経常利益・当期純利益の状況連結経常利益・当期純利益の状況
（百万円）

2005年3月期 2006年3月期 前期比

営業利益 57,603 58,776 +2.0%

　　　営業外収益 4,898 9,352 +90.9%

　　　営業外費用 3,236 3,291 +1.7%

　　営業外損益 1,662 6,060 +264.7%

経常利益 59,265 64,837 +9.4%

　 　 特別利益 2,575 13,080 +408.0%

　 　 特別損失 6,911 12,814 +85.4%

　  特別損益 ▲ 4,336 266 -

税引前利益 54,929 65,103 +18.5%

当期純利益 27,532 31,002 +12.6%



26 株式会社　電通

連結貸借対照表連結貸借対照表

（単位：百万円）

2 0 0 5 年3 月 2 0 0 6 年3 月 前期末比

流動資産 666,851 708,414 +6.2%
固定資産 573,185 569,308 ▲0.7%

資産合計 1,240,037 1,277,722 +3.0%
流動負債 530,837 590,140 +11.2%
固定負債 192,457 138,904 ▲27.8%

負債合計 723,294 729,045 +0.8%
少数株主持分 24,888 27,496 +10.5%

資本合計 491,855 521,180 +6.0%
負債､少数株主持分 1,240,037 1,277,722 +3.0%

及び資本合計

（百万円）
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単体の業績
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2005年3月期 2006年3月期 前期比（差） 予算比

売上高 1,531,939 1,577,131 +3.0% +1.2%

売上総利益 213,649 214,144 +0.2% +0.1%

      売上総利益率 13.9% 13.6% ▲ 0.3 -

営業利益 41,717 39,214 ▲6.0% +2.6%
 オペレーティング

　　･マージン 19.5% 18.3% ▲ 1.2 -

経常利益 49,261 46,218 ▲6.2% ▲0.3%

当期純利益 26,321 21,537 ▲18.2% ▲13.7%

ppts

ppts

単体業績単体業績

（百万円）

※ 予算比は2005年11月15日発表の業績予想との比較



29 株式会社　電通

単体業務区分別売上高の状況単体業務区分別売上高の状況

売上高
（百万円）

対前年同期
比増減（％）

売上高
（百万円）

対前年同期
比増減（％）

売上高
（百万円）

対前年同期
比増減（％）

91,308      ▲6.2 106,436    0.4 197,745    ▲2.7

34,592      ▲0.3 40,078      6.0 74,670      3.0

12,772      ▲6.0 13,071      2.9 25,844      ▲1.7

371,153    ▲1.5 379,148    1.8 750,302    0.1

タイム 170,930    ▲4.4 176,217    5.3 347,147    0.3

スポット 200,223    1.2 202,931    ▲1.2 403,155    0.0

8,197       68.0 10,570      64.8 18,767      66.2

17,876      ▲6.3 18,275      ▲0.5 36,152      ▲3.5

81,539      1.9 89,469      5.1 171,008    3.6

79,201      4.6 106,064    9.6 185,266    7.4

46,060 25.6 46,029 14.6 92,089 19.8

12,848 163.7 12,435 0.2 25,283 46.3

755,551    1.6 821,580    4.2 1,577,131  3.0合　計

業務区分

ｺﾝﾃﾝﾂｻｰﾋﾞｽ

その他

ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞﾒﾃﾞｨｱ

OOHメディア

クリエーティブ

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ
/ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ

新聞

雑誌

ラジオ

テレビ

通期下期上期
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2005年3月期

2006年3月期

単体業種別売上高の状況単体業種別売上高の状況

+0.8％

▲3.2％

+27.3％ ▲5.5％ ▲4.9％

+10.4％

▲0.7％
+4.7％ +3.8％ +5.0％

※上位10業種のグラフ

（百万円）

ＣＩ作業の受注増、

大手クライアントの出稿増

大手扱いの移行

大手ｸﾗｲｱﾝﾄの出稿増

前期の猛暑の反動減等
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単体営業利益の状況単体営業利益の状況

（百万円）

2005年3月期 2006年3月期 前期比（差）

売上総利益 213,649 214,144 +0.2%

　　人件費 101,746 104,890 +3.1%

　　　　給料手当 84,391 86,752 +2.8%

　　　　その他 17,354 18,138 +4.5%

　　営業費 57,382 57,908 +0.9%

　　減価償却費 12,803 12,130 ▲5.3%

　　販管費合計 171,932 174,929 +1.7%

営業利益 41,717 39,214 ▲6.0%

19.5% 18.3% ▲1.2
　　オペレーティング

　　･マージン ppts
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単体経常利益・当期純利益の状況単体経常利益・当期純利益の状況
（百万円）

2005年3月期 2006年3月期 前期比

営業利益 41,717 39,214 ▲6.0%

　　営業外収益 10,229 11,254 +10.0%
　　営業外費用 2,685 4,249 +58.3%
　営業外損益 7,544 7,004 ▲7.2%

経常利益 49,261 46,218 ▲6.2%

　  特別利益 2,358 12,295 +421.3%
　  特別損失 4,887 13,437 +174.9%
　特別損益 ▲ 2,529 ▲ 1,141 -

税引前利益 46,732 45,076 ▲3.5%

当期純利益 26,321 21,537 ▲18.2%
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次期の業績見通し
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通期の連結業績見通し　通期の連結業績見通し　

2006年3月期実績 2007年3月期予算 前期比（差）

売上高 1,963,296 2,081,364 +6.0%

売上総利益 325,896 356,092 +9.3%

   　 売上総利益率 16.6% 17.1% +0.5

営業利益 58,776 67,190 +14.3%
　 オペレーティング

　　･マージン 18.0% 18.9% +0.9

経常利益 64,837 68,875 +6.2%

当期純利益 31,002 35,097 +13.2%

（百万円）

ppts

ppts



35 株式会社　電通

通期の単体業績見通し　通期の単体業績見通し　
（百万円）

2006年3月期実績 2007年3月期予算 前期比（差）

売上高 1,577,131 1,610,000 +2.1%

売上総利益 214,144 218,960 +2.2%

   　 売上総利益率 13.6% 13.6% +0.0

営業利益 39,214 40,032 +2.1%
　  オペレーティング

　　･マージン 18.3% 18.3% ▲ 0.0

経常利益 46,218 46,854 +1.4%

当期純利益 21,537 28,131 +30.6%

ppts

ppts


