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１．平成18年９月中間期の業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日）

(1）経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月中間期 11,313 6.7 3,100 △16.1 3,350 △17.1

17年９月中間期 10,605 8.5 3,693 15.5 4,041 17.4

18年３月期 20,971 6,997 7,796

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭

18年９月中間期 2,158 101.0 37 21

17年９月中間期 1,073 △48.4 18 39

18年３月期 3,473 58 55

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期58,011,757株 17年９月中間期58,381,969株 18年３月期 58,197,975株

②会計処理の方法の変更  無

③売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

④平成17年５月20日をもって１対1.5の株式分割を実施致しました。
なお、前中間期（平成17年９月中間期）の１株当たり中間純利益は、分割が期首に行われたと仮定して計算して
おります。

(2）財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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

18年９月中間期 58,667 52,093 88.8 897 99

17年９月中間期 54,546 48,565 89.0 837 13

18年３月期 57,438 51,084 88.9 879 45

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期58,011,627株 17年９月中間期58,014,407株 18年３月期 58,012,078株

②期末自己株式数 18年９月中間期 572,466株 17年９月中間期 569,686株 18年３月期 572,015株

２．平成19年３月期の業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通　期 21,600 5,800 3,700

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　63円78銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

中間期末 期末 年間

18年３月期 10.00 15.00 25.00

19年３月期（実績） 12.50 -
25.00

19年３月期（予想） - 12.50

※　上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報を前提として作成したものであり、今後様々な要因によ
り、予想と異なる結果となる可能性があります。
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６．個別中間財務諸表等
(1) 中間貸借対照表

前中間会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記番
号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 5,237 5,172 7,198

２．受取手形 ※２ 330 428 423

３．売掛金 6,721 8,016 5,638

４．有価証券 2,930 4,853 4,236

５．棚卸資産 3,000 2,960 3,153

６．その他 1,076 1,538 879

貸倒引当金 △4 △1 △1

流動資産合計 19,292 35.4 22,968 39.2 21,529 37.5

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１

（1）建物 3,564 3,496 3,660

（2）その他 2,622 2,523 2,435

有形固定資産合計 6,186 6,019 6,095

２．無形固定資産 119 353 206

３．投資その他の資産

（1）投資有価証券 24,772 26,193 26,453

（2）長期貸付金 2,804 1,814 1,809

（3）その他 ※３ 1,780 1,727 1,757

貸倒引当金 △408 △411 △413

投資その他の資産
合計

28,947 29,324 29,607

固定資産合計 35,253 64.6 35,698 60.8 35,909 62.5

資産合計 54,546 100.0 58,667 100.0 57,438 100.0
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前中間会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記番
号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形 ※２ 206 219 139

２．買掛金 406 457 442

３．未払法人税等 1,449 1,338 1,761

４．賞与引当金 514 553 511

５．役員賞与引当金 - 23 -

６．その他 1,645 2,260 1,279

流動負債合計 4,222 7.8 4,853 8.3 4,135 7.2

Ⅱ　固定負債

１．退職給付引当金 1,183 842 1,053

２．役員退職慰労引当
金

213 - 231

３．その他 361 877 934

固定負債合計 1,758 3.2 1,720 2.9 2,219 3.9

負債合計 5,980 11.0 6,573 11.2 6,354 11.1

（資本の部）

Ⅰ　資本金 3,840 7.0 - - 3,840 6.7

Ⅱ　資本剰余金

資本準備金 5,301 - 5,301

資本剰余金合計 5,301 9.7 - - 5,301 9.2

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 705 - 705

２．任意積立金 35,309 - 35,309

３．中間（当期）未処
分利益

2,377 - 4,196

利益剰余金合計 38,392 70.4 - - 40,211 70.0

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

1,662 3.1 - - 2,364 4.1

Ⅴ　自己株式 △631 △1.2 - - △634 △1.1

資本合計 48,565 89.0 - - 51,084 88.9

負債・資本合計 54,546 100.0 - - 57,438 100.0
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前中間会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記番
号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

１．資本金 - - 3,840 6.6 - -

２．資本剰余金

（１）資本準備金 - 5,301 -

（２）その他資本剰余
金

- 0 -

資本剰余金合計 - - 5,301 9.0 - -

３．利益剰余金

（１）利益準備金 - 705 -

（２）その他利剰余金

別途積立金 - 37,109 -

繰越利益剰余金 - 3,619 -

利益剰余金合計 - - 41,434 70.6 - -

４．自己株式 - - △634 △1.1 - -

株主資本合計 - - 49,941 85.1 - -

Ⅱ　評価・換算差額等

１．その他有価証券評
価差額金

- - 2,151 3.7 - -

評価・換算差額等合
計

- - 2,151 3.7 - -

純資産合計 - - 52,093 88.8 - -

負債純資産合計 - - 58,667 100.0 - -
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(2) 中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記番
号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 10,605 100.0 11,313 100.0 20,971 100.0

Ⅱ　売上原価 3,045 28.7 3,255 28.8 5,994 28.6

売上総利益 7,559 71.3 8,058 71.2 14,976 71.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費 3,866 36.5 4,958 43.8 7,979 38.0

営業利益 3,693 34.8 3,100 27.4 6,997 33.4

Ⅳ　営業外収益 ※１ 411 3.9 294 2.6 809 3.9

Ⅴ　営業外費用 ※２ 63 0.6 44 0.4 10 0.1

経常利益 4,041 38.1 3,350 29.6 7,796 37.2

Ⅵ　特別損失 ※３ 1,526 14.4 - - 1,580 7.6

税引前中間（当
期）純利益

2,514 23.7 3,350 29.6 6,215 29.6

法人税、住民税及
び事業税

1,440 1,333 2,599

法人税等調整額 0 1,440 13.6 △141 1,191 10.5 142 2,742 13.0

中間（当期）純利
益

1,073 10.1 2,158 19.1 3,473 16.6

前期繰越利益 1,303 - 1,303

中間配当額 － - 580

中間（当期）未処
分利益

2,377 - 4,196
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(3) 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準備

金
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高

（百万円）
3,840 5,301 - 5,301 705 35,309 4,196 40,211 △634 48,719

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立      1,800 △1,800 -  -

剰余金の配当（注）       △870 △870  △870

役員賞与（注）       △65 △65  △65

中間純利益       2,158 2,158  2,158

自己株式の取得         △1 △1

自己株式の処分   0 0     0 1

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
          

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
- - 0 0 - 1,800 △577 1,222 △0 1,222

平成18年９月30日　残高

（百万円）
3,840 5,301 0 5,301 705 37,109 3,619 41,434 △634 49,941

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成18年３月31日　残高

（百万円）
2,364 2,364 51,084

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立   -

剰余金の配当（注）   △870

役員賞与（注）   △65

中間純利益   2,158

自己株式の取得   △1

自己株式の処分   1

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
△212 △212 △212

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
△212 △212 1,009

平成18年９月30日　残高

（百万円）
2,151 2,151 52,093

 （注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。

－ 38 －



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

（1）有価証券

満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

（1）有価証券

満期保有目的の債券

同左

（1）有価証券

満期保有目的の債券

同左

子会社株式

移動平均法による原価法

子会社株式

同左

子会社株式

同左

その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は

全部資本直入法により処理

し、売却原価は移動平均法

により算定）

その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は

全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均

法により算定）

その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部

資本直入法により処理し、

売却原価は移動平均法によ

り算定）

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

（2）棚卸資産

商品、貯蔵品

移動平均法による原価法

（2）棚卸資産

商品、貯蔵品

同左

（2）棚卸資産

商品、貯蔵品

同左

製品、半製品、原材料、仕掛品

総平均法による原価法

製品、半製品、原材料、仕掛品

同左

製品、半製品、原材料、仕掛品

同左

２．固定資産の減価償却の方

法

（1）有形固定資産

　定率法により償却しておりま

す。

　ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（建物付属設

備を除く）については、定額法

により償却しております。

　なお、主な耐用年数は建物15

～38年、機械及び装置４～７年

であります。

（1）有形固定資産

　定率法により償却しておりま

す。

　ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（建物付属設

備を除く）については、定額法

により償却しております。

　なお、主な耐用年数は建物15

～38年、機械及び装置７年であ

ります。

（1）有形固定資産

同左

（2）無形固定資産

　定額法により償却しておりま

す。

　なお、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における利

用可能期間（５年）に基づく定

額法により償却しております。

（2）無形固定資産

　定額法により償却しておりま

す。

　なお、自社利用のソフトウェ

アは社内における利用可能期間

（３～５年）に基づく定額法に

より償却しております。

（2）無形固定資産

同左

（3）長期前払費用

　定額法により償却しておりま

す。

（3）長期前払費用

同左

（3）長期前払費用

同左
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前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

３．引当金の計上基準 （1）貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損

失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を検討し、

回収不能見込額を計上しており

ます。

（1）貸倒引当金

同左

（1）貸倒引当金

同左

（2）賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、支給見込

額に基づき計上しております。

（2）賞与引当金

同左

（2）賞与引当金

同左

（3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間会計期間末に

おいて発生していると認められ

る額を計上しております。

　過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（10年）による

定額法により費用処理しており

ます。

　数理計算上の差異は、各事業

年度の発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数

（10年）による定額法により按

分した額をそれぞれ発生の翌期

から費用処理しております。

（3）退職給付引当金

同左

（3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づ

き計上しております。

　過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（10年）による

定額法により費用処理しており

ます。

　数理計算上の差異は、各事業

年度の発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数

（10年）による定額法により按

分した額をそれぞれ発生の翌期

から費用処理しております。

（4）役員退職慰労引当金

　役員退職慰労金の支給に備え

るため、内規に基づく中間期末

要支給額の100％を計上してお

ります。

（4）役員退職慰労引当金

役員退職慰労金については、

従来、内規に基づき中間期末要支

給額の100％を役員退職慰労引当

金として計上しておりましたが、

平成18年６月23日開催の株主総会

において役員退職慰労金制度を廃

止し、同日開催の取締役会におい

て当該廃止日までの在任期間に対

応する役員退職慰労金を各役員の

退任時に支給することを決議して

おります。それに伴い、役員退職

慰労金制度廃止までの期間に対応

する未払役員退職慰労金相当額

137百万円を固定負債「その他」

に含めて表示しております。

　なお、前事業年度末から役員退

職慰労金制度廃止までの期間に対

応する役員退職慰労金相当額９百

万円は役員退職慰労引当金繰入額

として処理しております。

（4）役員退職慰労引当金

　役員退職慰労金の支給に備え

るため、内規に基づく期末要支

給額の100％を計上しておりま

す。
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前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

────── （5）役員賞与引当金

役員賞与の支出に備えるため、

当会計年度における支給見込額の

当中間会計期間負担額を計上して

おります。

（会計方針の変更）

当中間会計期間より、「役員

賞与に関する会計基準」（企業会

計基準第４号　平成17年11月29

日）を適用しております。

これにより営業利益、経常利益及

び税引前中間純利益は、それぞれ

23百万円減少しております。

──────

４．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、中間決算

日の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理して

おります。

同左 　外貨建金銭債権債務は、期末日の

直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理しており

ます。

５．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。

同左 同左

６．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基本

となる重要な事項

消費税等の会計処理について

　消費税等の会計処理は、税抜

方式によっております。

　なお、仮払消費税等及び仮受

消費税等は相殺せず、それぞれ、

流動資産の「その他」及び、流

動負債の「その他」に含めて表

示しております。

消費税等の会計処理について

同左

消費税等の会計処理について

　消費税等の会計処理は、税抜

方式によっております。
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（固定資産の減損に係る会計基準）

当中間会計期間より、固定資産の減損に係る

会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の

設定に関する意見書」（企業会計審議会　平成

14年８月９日））及び「固定資産の減損に係る

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第６号　平成15年10月31日）を適用しておりま

す。なお、当中間会計期間において減損損失は

計上しておりません。

────── （固定資産の減損に係る会計基準）

当期より、固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に

関する意見書」（企業会計審議会　平成14年

８月９日））及び「固定資産の減損に係る会

計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第６号　平成15年10月31日）を適用しており

ます。これによる損益に与える影響はありま

せん。

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準）

当中間会計期間より、「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準

第５号　平成17年12月９日）及び「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用

指針」（企業会計基準適用指針第８号　平成17

年12月９日）を適用しております。これまでの

資本の部の合計に相当する金額は52,093百万円

であります。なお、当中間会計期間における中

間貸借対照表の純資産の部については、中間財

務諸表等規則の改正に伴い、改正後の中間財務

諸表等規則により作成しております。 

──────

表示方法の変更 

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

（中間貸借対照表）   ──────

前中間会計期間において投資その他の資産の「その他」

に含めておりました「出資金」（前中間会計期間46百万

円）は、「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16

年６月９日法律第97号）の適用に伴い、当中間会計期間よ

り「投資有価証券」（当中間会計期間10百万円）に含めて

おります。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日）

前事業年度末
（平成18年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

         10,304百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

          11,017百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

       10,732百万円

────── ※２

　中間会計期間末日満期手形の会計処

理については、手形交換日をもって決

済処理しております。

なお、当中間会計期間の末日は金融機

関の休日であったため、次の満期手形

が、中間会計期間末日の残高に含まれ

ております。

 

受取手形　　　　　　　　41百万円

支払手形　　　　　　　　78百万円

──────

※３ 長期性預金

当社は、効率的な資金運用を行うた

めに長期の定期預金の預入を行ってお

ります。当該預金の金額及び最終満期

日は次の通りです。

最終満期日 金額

平成21年９月30日  500百万円

平成26年９月30日 1,000

計    1,500百万円

なお、当社は上記長期性預金を満期

保有する方針でありますが、当社の都

合により中途解約を行う場合、中途解

約に伴う清算金の支払により元本欠損

する可能性があります。

※３ 長期性預金

同左

※３ 長期性預金

同左

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１　営業外収益のうち主なもの ※１　営業外収益のうち主なもの ※１　営業外収益のうち主なもの

受取利息       69百万円

有価証券利息       58百万円

受取配当金       51百万円

為替差益      193百万円

受取利息       59百万円

有価証券利息  83百万円

受取配当金     70百万円

為替差益       39百万円

受取利息    130百万円

有価証券利息     126百万円

受取配当金     129百万円

為替差益     351百万円

※２　営業外費用のうち主なもの ※２　営業外費用のうち主なもの ※２　営業外費用のうち主なもの

投資事業組合損失       10百万円

固定資産除却損       49百万円

投資事業組合損失      10百万円

固定資産除却損    33百万円

投資事業組合損失        6百万円

自己株式取得手数料 2百万円

※３　特別損失のうち主なもの ― ※３　特別損失のうち主なもの

子会社株式評価損    1,526百万円 子会社株式評価損 1,526百万円

４　減価償却実施額 ４　減価償却実施額 ４　減価償却実施額

有形固定資産    385百万円

無形固定資産     11百万円

長期前払費用     27百万円

有形固定資産   403百万円

無形固定資産    15百万円

長期前払費用     27百万円

有形固定資産    870百万円

無形固定資産     25百万円

長期前払費用    54百万円
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（中間株主資本等変動計算書関係）

当中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

自己株式

普通株式 572,015 1,271 820 572,466

合計 572,015 1,271 820 572,466

 （注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加1,271株は単元未満株式の買取請求によるものであります。

 ２．普通株式の自己株式の株式数の減少820株は単元未満株式の買増請求によるものであります。

①　リース取引

　ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。

②　有価証券

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度における子会社株式で時価のあるものはありません。

（１株当たり情報）

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日

　　至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日

　　至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日

　　至　平成18年３月31日）

当社は、平成17年11月11日開催の取

締役会において、関節機能改善剤アル

ツディスポ（海外向け製品を含む）の

生産能力増強を目的として、以下のと

おり当社高萩工場において設備投資を

行うことを決議いたしました。

────── ──────

（１）設備の内容

第４製剤棟及び関節機能改善

剤アルツディスポ製剤設備

（２）設備導入時期

平成18年10月（着工）

平成20年１月（竣工）

平成21年１月（操業開始予定）

（３）投資予定額

約63億円

（４）効果

当該設備完成により、当社の

アルツディスポの最大生産能力

が従前の約２倍に向上する見込

みです。
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７．部門別売上高

 

前中間会計期間
(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

増減
前事業年度

(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 金額 構成比

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

医薬品
8,654

(1,717)

81.6

(16.2)

9,211

(2,110)

81.4

(18.7)

557

(392)

6.4

(22.9)

16,946

(3,772)

80.8

(18.0)

医薬品原体
803

(40)

7.6

(0.4)

914

(34)

8.1

(0.3)

111

(△6)

13.8

(△15.9)

1,627

(68)

7.8

(0.3)

試薬・診断薬
937

(40)

8.8

(0.4)

950

(35)

8.4

(0.3)

12

(△5)

1.4

(△13.0)

1,955

(77)

9.3

(0.4)

その他
209

(0)

2.0

(0.0)

236

(2)

2.1

(0.0)

27

(2)

12.9

(13,430.5)

442

(4)

2.1

(0.0)

計
10,605

(1,799)

100.0

(17.0)

11,313

(2,183)

100.0

(19.3)

708

(383)

6.7

(21.3)

20,971

(3,922)

100.0

(18.7)

　（注）１．（　）書は内数で、輸出販売額及びその構成比並びに増減率を表示しております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

－ 45 －


