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(訂正・数値データ訂正あり）「平成18年11月期　決算短信」の一部訂正について

平成19年1月30日に発表いたしました「平成18年11月期決算短信（連結）、個別財務諸表の概要」の記載内容を、別添

のとおり訂正いたします。財務諸表を始め多数の個所の訂正により、投資家はじめ関係者の方々にご迷惑をお掛けしま

すことを深くお詫び申し上げます。

記

１．訂正対象の決算短信（連結）、個別財務諸表の概要

平成18年11月期（平成17年12月1日～平成18年11月30日）決算短信(連結)

平成18年11月期（平成17年12月1日～平成18年11月30日）個別財務諸表の概要

発表日：平成19年1月30日

２．訂正の理由

当初発表いたしました記載内容につき、監査法人による監査の過程で指摘された事項等を訂正するものです。

訂正の主たる要因は下記の２点です。

① 関係会社株式売却益（特別利益）の計上。

平成18年7月1日付けの関係会社株式の売買に関わる会計処理について、会計士と見解の相違が発生しました

が、会計士の訂正指摘に従うことになりました。この訂正により、個別決算にて関係会社株式売却益440百万円

を計上し、当期純損失は438百万円から127百万円に変更になりました。尚、本件による連結決算に対する影響

は軽微です。

② 海外子会社の監査終了遅延等に伴う訂正。

本件による連結・個別決算への影響は共に軽微ですが、監査の結果、貸借対照表・損益計算書の誤謬等が判

明した為、一部計上科目・金額の訂正をさせていただきました。

３．訂正箇所

訂正前後の短信を添付し、訂正個所には下線を付して表示しております。

 以上
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「平成18年11月期 決算短信(連結)表紙」

 【訂正前】

１．18年11月期の連結業績（平成17年12月１日～平成18年11月30日）

(1）連結経営成績 （注）金額は百万円未満を切捨て

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年11月期 70,016 11.4 1,391 19.2 1,814 △21.9

17年11月期 62,834 15.2 1,167 △52.5 2,323 △0.5

当期純利益
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円　銭 円　銭 ％ ％ ％

18年11月期 △604 △164.2 △20.25 － △2.0 2.4 2.6

17年11月期 940 △45.1 35.36 － 3.5 3.2 3.7

(2）連結財政状態  

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11月期 77,926 34,076 43.7 1,143.00

17年11月期 72,320 27,174 37.6 1,062.25

(3）連結キャッシュ・フローの状況  

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

百万円 百万円 百万円 百万円

18年11月期 131 △4,180 2,081 8,804

17年11月期 835 △5,059 2,750 10,460

 【訂正後】

１．18年11月期の連結業績（平成17年12月１日～平成18年11月30日）

(1）連結経営成績 （注）金額は百万円未満を切捨て

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年11月期 70,016 11.4 1,405 20.4 1,729 △25.5

17年11月期 62,834 15.2 1,167 △52.5 2,323 △0.5

当期純利益
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円　銭 円　銭 ％ ％ ％

18年11月期 △594 △158.1 △19.95 － △1.7 2.3 2.5

17年11月期 940 △45.1 35.36 － 3.5 3.2 3.7

(2）連結財政状態  

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11月期 78,069 34,596 44.3 1,081.91

17年11月期 72,320 27,174 37.6 1,062.25

(3）連結キャッシュ・フローの状況  

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

百万円 百万円 百万円 百万円

18年11月期 153 △4,202 2,081 8,804

17年11月期 835 △5,059 2,750 10,460
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３．経営成績及び財政状態

1. 経営成績

 【訂正前】

(1）当連結会計年度の概況

　当連結会計年度における世界経済は、材料、原油の高騰の影響でインフレが懸念されると共に消費に陰りが見えて

きた欧米先進国と、豊富な資源と労働力を武器に成長著しい新興工業国群BRICｓ(ブラジル、ロシア、インド、中国)

の明暗が目立つ１年でした。

  一方我国経済は、ようやくデフレを脱し、企業の設備投資、個人消費共に上昇に転じた模様です。

  その中にあって自動車産業のグローバル展開は急速に進んでおり、欧、米、日の成熟先進国を主体にBRICｓ等の新

興市場を加え,再び成長産業への復活を遂げつつあります。

とりわけ日本の自動車メーカーは欧米先進国でシェアを伸ばすと共にASEAN、BRICｓの市場開拓が急激に進んでおり全

世界で生産台数を伸ばしています。

当社が属する自動車部品業界は、生産量が拡大する中でグローバルサプライヤーとしての全世界供給体制と最適地

生産の要求を満たす選別と集約が繰返されています。

一方、この生き残りをかけた受注競争が益々熾烈を極めており、効率追及と規模拡大を求めてM&A等も活発に進めら

れております。当社も昨年４月にRHJ社の資本参加を受け売上高2,000億円企業を目指して企業価値の増大に取り組ん

でおります。

産業機械部門は、昨年から引続き当期も旺盛な海外の需要に支えられ、企業の活発な設備投資が続いております。

一方、住宅機器部門も消費の回復と共に需要が上向いております。

当連結会計年度における経過と成果は次の通りであります。

当連結会計年度の受注実績は、自動車部門、産業機械部門、住宅機器部門共に計画通り順調に拡大して参りま

したが、(株)アンセイのラッチ事業における業務提携を発展的に解消したことにより売上高が一部減少致しまし

た。しかし、グループ全体としての売上拡大基調は変わらず実質的な影響はありません。

自動車部門は、国内外メーカーからグローバル供給の一括受注を含めて多くの受注を成約しております。

受注の３大主力製品であるキーセット、ドアラッチ、メカヒーコンのシェア拡大は続いており、新たな売上増

並びに収益源としての電子複合製品(フルオートヒーコン、スマートエントリーシステム、電動ステアリングロッ

ク)の受注が増加してきたことは商品構成の転換と更なる成長が期待される好材料であります。

国内に於いては、マツダ/フォードのグローバルカーの共通化が進み、マツダブランドに加えてフォードブラン

ドの受注も確定し飛躍的に受注量が拡大しました。又、スズキ/GMも後継の開発車種に共通展開されシェアの拡大

が続いています。

マツダ、スズキ、三菱向けのキーセットと、マツダ、スズキ向けのドアラッチの開発車種については100%当社

の受注となっており特にラッチの受注量が飛躍的に増えています。

メカヒーコンについては、自動車メーカー各社から引合が集中しており当社のタイ生産逆輸入のコスト競争力

の強さを示すものと考えます。

オートエアコン、スマートエントリーシステム、電動ステアリングロックの受注など電子複合製品の成約が続

いており、これに対応して広島工場に電子部品専用工場を増設致しました。

欧州におけるステアリングロックボデーの成約はCカーに続く世界戦略車Bカーの受注であり、全世界へ供給さ

れるため飛躍的な生産量になると予測されます。中国では、欧州同様にＢカーのフォードブランドの受注が確定

しました。又中国ホンダのメカヒーコンの受注が確定しております。

当連結会計年度の経営成績は、次の通りであります。

　当連結会計年度の売上高は、自動車部門、産業機械部門、住宅機器部門がいずれも前連結会計年度比増収とな

り、前連結会計年度実績より71億円(11.4％)多い700億1千6百万円となりました。

　営業利益は、産業機械部門が増益となりましたが、自動車部門は前連結会計年度の大幅赤字要因となった米国

工場の混乱は収束に向かったものの、亜鉛を始めとする原材料価格の高騰の影響を受け、前連結会計年度比19.2％

増益の13億9千1百万円に留まりました。

　原材料価格の高騰の影響は6億円に達しますが、販売価格への転嫁、一層の合理化等により影響額の減少に注力

しております。

　経常利益は、営業外収益として為替差益が前期より7億3千1百万円減となったため前連結会計年度比5億9百万円

(21.9％)減益の18億1千4百万円となりました。

　当期純利益は、特別利益として株式売却益10億7千4百万円を計上しましたが、特別損失として、製品補償引当

金11億4千5百万円、固定資産減損損失8億1千4百万円、役員退職金4億7千3百万円、役員退職慰労引当金3億9千4百

万円等を計上したことにより、6億4百万円の赤字(前期は9億4千万円の黒字)となりました。
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　特別損失の計上につきましては、主として会計方針の変更に伴う引当金計上など将来の損失見込みをより保守

的に算定したものであり、資産の健全化、将来の懸念材料一掃による、今期以降の業績回復のための布石として

位置づけており、グループ一丸となって業績の回復に努める所存でございます。

事業の種類別セグメントの状況

（自動車部門）

　自動車部門の売上高は、492億円7千9百万円(前連結会計年度比12.6％増)となりました。国内自動車部門では前

連結会計年度に引き続きマツダ向けが堅調だった他、スズキ、三菱向け等が増収となりました。海外においては，

タイ工場が34.7％、中国工場が21.4％米国工場が30.8％増収となりました。

　営業利益は、前連結会計年度発生の米国工場の巨額赤字は解消され、連結会計年度の4億1千4百万円の赤字から

1億6千7百万と黒字化しましたが、原材料価格高騰により増益幅は限定的でした。

（産業機械部門）

　当連結会計年度の産業機械部門の売上高（連結）は、中国、欧米向け輸出が好調なクボタ、建機のヤンマー向

けを中心に増収となり、179億2千5百万円（前連結会計年度比10.1％増）となり、営業利益は、17億1千4百万円

（前連結会計年度比16.5％増）と４期連続の増収増益となりました。

（住宅機器部門）

　住宅機器部門の売上高(連結)は新築ホテル・マンション向け各種錠前及び流通汎用品は前連結会計年度比較減

となりましたが、OEM商品の受注が順調に増加したため、前連結会計年度並の28億1千1百万円となりました。営業

利益は、1億5千1百万円(前連結会計年度比37.0%増)まで回復しております。

所在地別セグメント別の状況

　当連結会計年度の日本国内売上高は、567億4百万円(内部売上高を除く、前連結会計年度比7.3％増)、海外売上

高は、133億1千2百万円(同43.1％増)となりました。特に海外工場では、米国、ハンガリーでの増産と中国、タイ

での現地顧客への納入も増加しております。

　営業利益は、日本国内で18億5千2百円(前連結会計年度比29.3％減)となり、海外では4億7千8百万円(同10億5千

5百万円増益)の赤字となりました。米国工場は赤字を半減させましたが、工場拡張と量産準備中のタイ、中国が

赤字に転じたことによります。

(2）次期の見通し

　現時点における平成19年11月期の業績見通しは、以下の通りです。

　売上高は、前連結会計年度比20億円減の680億円を予定しております。減収のうち56億円は(株)アンセイとの業

務提携解消に伴う三菱自動車向けドアラッチ売上高の減少であり、その他の国内向け及び海外向け自動車部門の

売上は8％増収を予定しております。また、産業機械部門は2％増収、住宅機器部門も20％増収としております。

　収益面につきましては、原材料価格の値上がりに対応するコストダウンや売価改善、生産効率改善を実現し、

海外自動車部門の黒字化と、産業機械部門及び住宅機器部門の安定収益確保により、営業利益及び経常利益の早

期回復を目指します。

　なお、為替レートは、1米ドル＝115円、1ユーロ＝145円を前提としております。

【連結】

売上高　　　　　　　　　　 680億円(前連結会計年度比2.8%減)　 

営業利益　　　　　　　　　　18億円(前連結会計年度比41.4%増)

経常利益　　　　　　　　　　18億円(前連結会計年度比1.4%増)

当期純利益　　　　　　　　　10億円(前連結会計年度は6億円の赤字)

【単体】

売上高　　　　　　　　 　  545億円(前期比4.1%減)　 

営業利益　　　　　　　 　　 10億円(前期比53.3%減)

経常利益　　　　　　　   　9.5億円(前期比48.8%減)

当期純利益　　　　　　 　　4.5億円(前期は5億円の赤字)
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 【訂正後】

１. 経営成績

(1）当連結会計年度の概況

　当連結会計年度における世界経済は、材料、原油の高騰の影響でインフレが懸念されると共に消費に陰りが見えて

きた欧米先進国と、豊富な資源と労働力を武器に成長著しい新興工業国群BRICｓ(ブラジル、ロシア、インド、中国)

の明暗が目立つ１年でした。

  一方我国経済は、ようやくデフレを脱し、企業の設備投資、個人消費共に上昇に転じた模様です。

  その中にあって自動車産業のグローバル展開は急速に進んでおり、欧、米、日の成熟先進国を主体にBRICｓ等の新

興市場を加え,再び成長産業への復活を遂げつつあります。

とりわけ日本の自動車メーカーは欧米先進国でシェアを伸ばすと共にASEAN、BRICｓの市場開拓が急激に進んでおり全

世界で生産台数を伸ばしています。

当社が属する自動車部品業界は、生産量が拡大する中でグローバルサプライヤーとしての全世界供給体制と最適地

生産の要求を満たす選別と集約が繰返されています。

一方、この生き残りをかけた受注競争が益々熾烈を極めており、効率追及と規模拡大を求めてM&A等も活発に進めら

れております。当社も昨年４月にRHJ社の資本参加を受け売上高2,000億円企業を目指して企業価値の増大に取り組ん

でおります。

産業機械部門は、昨年から引続き当期も旺盛な海外の需要に支えられ、企業の活発な設備投資が続いております。

一方、住宅機器部門も消費の回復と共に需要が上向いております。

当連結会計年度における経過と成果は次の通りであります。

当連結会計年度の受注実績は、自動車部門、産業機械部門、住宅機器部門共に計画通り順調に拡大して参りま

したが、(株)アンセイのラッチ事業における業務提携を発展的に解消したことにより売上高が一部減少致しまし

た。しかし、グループ全体としての売上拡大基調は変わらず実質的な影響はありません。

自動車部門は、国内外メーカーからグローバル供給の一括受注を含めて多くの受注を成約しております。

受注の３大主力製品であるキーセット、ドアラッチ、メカヒーコンのシェア拡大は続いており、新たな売上増

並びに収益源としての電子複合製品(フルオートヒーコン、スマートエントリーシステム、電動ステアリングロッ

ク)の受注が増加してきたことは商品構成の転換と更なる成長が期待される好材料であります。

国内に於いては、マツダ/フォードのグローバルカーの共通化が進み、マツダブランドに加えてフォードブラン

ドの受注も確定し飛躍的に受注量が拡大しました。又、スズキ/GMも後継の開発車種に共通展開されシェアの拡大

が続いています。

マツダ、スズキ、三菱向けのキーセットと、マツダ、スズキ向けのドアラッチの開発車種については100%当社

の受注となっており特にラッチの受注量が飛躍的に増えています。

メカヒーコンについては、自動車メーカー各社から引合が集中しており当社のタイ生産逆輸入のコスト競争力

の強さを示すものと考えます。

オートエアコン、スマートエントリーシステム、電動ステアリングロックの受注など電子複合製品の成約が続

いており、これに対応して広島工場に電子部品専用工場を増設致しました。

欧州におけるステアリングロックボデーの成約はCカーに続く世界戦略車Bカーの受注であり、全世界へ供給さ

れるため飛躍的な生産量になると予測されます。中国では、欧州同様にＢカーのフォードブランドの受注が確定

しました。又中国ホンダのメカヒーコンの受注が確定しております。

当連結会計年度の経営成績は、次の通りであります。

　当連結会計年度の売上高は、自動車部門、産業機械部門、住宅機器部門がいずれも前連結会計年度比増収とな

り、前連結会計年度実績より71億円(11.4％)多い700億1千6百万円となりました。

　営業利益は、産業機械部門が増益となりましたが、自動車部門は前連結会計年度の大幅赤字要因となった米国

工場の混乱は収束に向かったものの、亜鉛を始めとする原材料価格の高騰の影響を受け、前連結会計年度比20.4％

増益の14億5百万円に留まりました。

　原材料価格の高騰の影響は6億円に達しますが、販売価格への転嫁、一層の合理化等により影響額の減少に注力

しております。

　経常利益は、営業外収益として為替差益が前期より7億3千万円減となったため前連結会計年度比5億9千3百万円

(25.5％)減益の17億2千9百万円となりました。

　当期純利益は、特別利益として株式売却益10億7千4百万円を計上しましたが、特別損失として、製品補償引当

金11億4千5百万円、固定資産減損損失8億2千3百万円、役員退職金4億7千3百万円、役員退職慰労引当金3億9千4百

万円等を計上したことにより、5億9千4百万円の赤字(前期は9億4千万円の黒字)となりました。
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　特別損失の計上につきましては、主として会計方針の変更に伴う引当金計上など将来の損失見込みをより保守

的に算定したものであり、資産の健全化、将来の懸念材料一掃による、今期以降の業績回復のための布石として

位置づけており、グループ一丸となって業績の回復に努める所存でございます。

事業の種類別セグメントの状況

（自動車部門）

　自動車部門の売上高は、492億円7千9百万円(前連結会計年度比12.6％増)となりました。国内自動車部門では前

連結会計年度に引き続きマツダ向けが堅調だった他、スズキ、三菱向け等が増収となりました。海外においては，

タイ工場が34.7％、中国工場が21.4％米国工場が30.8％増収となりました。

　営業利益は、前連結会計年度発生の米国工場の巨額赤字は解消され、連結会計年度の4億1千4百万円の赤字から

1億8千2百万と黒字化しましたが、原材料価格高騰により増益幅は限定的でした。

（産業機械部門）

　当連結会計年度の産業機械部門の売上高（連結）は、中国、欧米向け輸出が好調なクボタ、建機のヤンマー向

けを中心に増収となり、179億2千5百万円（前連結会計年度比10.1％増）となり、営業利益は、17億1千4百万円

（前連結会計年度比16.5％増）と４期連続の増収増益となりました。

（住宅機器部門）

　住宅機器部門の売上高(連結)は新築ホテル・マンション向け各種錠前及び流通汎用品は前連結会計年度比較減

となりましたが、OEM商品の受注が順調に増加したため、前連結会計年度並の28億1千1百万円となりました。営業

利益は、1億5千1百万円(前連結会計年度比37.0%増)まで回復しております。

所在地別セグメント別の状況

　当連結会計年度の日本国内売上高は、571億9千4百万円(内部売上高を除く、前連結会計年度比4.9％増)、海外

売上高は、128億2千6百万円(同34.2％増)となりました。特に海外工場では、米国、ハンガリーでの増産と中国、

タイでの現地顧客への納入も増加しております。

　営業利益は、日本国内で18億5千2百円(前連結会計年度比29.2％減)となり、海外では4億7千9百万円(同10億5千

4百万円増益)の赤字となりました。米国工場は赤字を半減させましたが、工場拡張と量産準備中のタイ、中国が

赤字に転じたことによります。

(2）次期の見通し

　現時点における平成19年11月期の業績見通しは、以下の通りです。

　売上高は、前連結会計年度比20億円減の680億円を予定しております。減収のうち56億円は(株)アンセイとの業

務提携解消に伴う三菱自動車向けドアラッチ売上高の減少であり、その他の国内向け及び海外向け自動車部門の

売上は8％増収を予定しております。また、産業機械部門は2％増収、住宅機器部門も20％増収としております。

　収益面につきましては、原材料価格の値上がりに対応するコストダウンや売価改善、生産効率改善を実現し、

海外自動車部門の黒字化と、産業機械部門及び住宅機器部門の安定収益確保により、営業利益及び経常利益の早

期回復を目指します。

　なお、為替レートは、1米ドル＝115円、1ユーロ＝145円を前提としております。

【連結】

売上高　　　　　　　　　　 680億円(前連結会計年度比2.9%減)　 

営業利益　　　　　　　　　　18億円(前連結会計年度比28.0%増)

経常利益　　　　　　　　　　18億円(前連結会計年度比4.1%増)

当期純利益　　　　　　　　　10億円(前連結会計年度は6億円の赤字)

【単体】

売上高　　　　　　　　 　  545億円(前期比4.5%減)　 

営業利益　　　　　　　 　　 10億円(前期比41.2%減)

経常利益　　　　　　　   　9.5億円(前期比47.9%減)

当期純利益　　　　　　 　　4.5億円(前期は1億円の赤字)
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2. 財政状態

 【訂正前】

２. 財政状態

当連結会計年度のキャッシュ・フローにつきましては、以下のとおりであります。

　営業活動では1億3千1百万円の収入(前連結会計年度は8億3千5百万円の収入)、投資活動では41億8千万円の支出

(前連結会計年度は50億5千9百万円の支出)となり、フリーキャッシュフロー(営業活動と投資活動によるキャッ

シュフローの合計額)は、40億4千9百万円の支出となりました(前連結会計年度は42億2千4百万円の支出)。また財

務活動では20億8千1百万円の収入(前連結会計年度は27億5千万円の収入)があり、現金及び現金同等物の当連結会

計年度末残高は、前連結会計年度末より16億5千6百万円減少の88億4百万円となりました。

　営業活動によるキャッシュフローが前連結会計年度比大幅減少となったのは、運転資金の増加等によるもので

す。投資活動による支出のうち設備資金の支払(54億3千8百万円)は、前連結会計年度とほぼ同規模です。 

財務活動においては、第三者割当増資による資金調達(79億6千1百万円)のうち借入金返済として41億8千1百万円

を充当しました。

　この結果、連結ベースの純有利子負債(有利子負債残高から現金及び現金同等物を控除したもの)は、134億1千

4百万円となり、前連結会計年度末より33億4千2百万円減少しております。

連結キャッシュ・フロー指標の推移

平成16年 平成17年 平成18年

期末 期末 期末

株主資本比率 ％ 39.3 37.6 43.6

時価ベースの株主資本比率 ％ 28.7 34.5 30.0

債務償還年数 年 16.9 32.2 230.8

インタレスト・カバレッジ・レシオ 倍 5.4 2.6 0.25

　（注）　各指標は、以下の計算式で算定しております。

株主資本比率：株主資本／総資産

時価ベースの株主資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い
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 【訂正後】

２. 財政状態

当連結会計年度のキャッシュ・フローにつきましては、以下のとおりであります。

　営業活動では1億5千3百万円の収入(前連結会計年度は8億3千5百万円の収入)、投資活動では42億2百万円の支出

(前連結会計年度は50億5千9百万円の支出)となり、フリーキャッシュフロー(営業活動と投資活動によるキャッ

シュフローの合計額)は、40億4千8百万円の支出となりました(前連結会計年度は42億2千4百万円の支出)。また財

務活動では20億8千1百万円の収入(前連結会計年度は27億5千万円の収入)があり、現金及び現金同等物の当連結会

計年度末残高は、前連結会計年度末より16億4千6百万円減少の88億4百万円となりました。

　営業活動によるキャッシュフローが前連結会計年度比大幅減少となったのは、運転資金の増加等によるもので

す。投資活動による支出のうち設備資金の支払(54億3千8百万円)は、前連結会計年度とほぼ同規模です。 

財務活動においては、第三者割当増資による資金調達(79億6千1百万円)のうち借入金返済として41億8千1百万円

を充当しました。

　この結果、連結ベースの純有利子負債(有利子負債残高から現金及び現金同等物を控除したもの)は、134億1千

4百万円となり、前連結会計年度末より33億4千2百万円減少しております。

連結キャッシュ・フロー指標の推移

平成16年 平成17年 平成18年

期末 期末 期末

株主資本比率 ％ 39.3 37.6 40.5

時価ベースの株主資本比率 ％ 28.7 34.5 29.9

債務償還年数 年 16.9 32.2 145.2

インタレスト・カバレッジ・レシオ 倍 5.4 2.6 0.4

　（注）　各指標は、以下の計算式で算定しております。

株主資本比率：株主資本／総資産

時価ベースの株主資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い
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４．連結財務諸表等

(1) 連結貸借対照表

 【訂正前】

 (単位：百万円)

 
 前連結会計年度
平成17年11月30日

 当連結会計年度
 平成18年11月30日

 増減

（資産の部）    

流動資産    

現金及び預金 10,419 8,804 △1,614

受取手形及び売掛金 17,912 19,863 1,950

有価証券 71 7 △63

たな卸資産 10,850 13,216 2,366

繰延税金資産 439 980 540

その他 1,025 1,468 443

貸倒引当金 △42 △33 9

流動資産合計 40,675 44,307 3,632

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物 3,937 4,876 938

機械装置及び運搬具 7,767 8,955 1,188

工具・器具及び備品 2,577 2,952 374

土地 2,136 2,224 88

建設仮勘定 1,683 1,676 △7

有形固定資産合計 18,101 20,684 2,583

無形固定資産    

ソフトウエア 114 130 16

その他 133 165 31

無形固定資産合計 247 295 47

投資その他の資産    

投資有価証券 11,016 9,337 △1,679

長期前払費用 110 1,004 894

繰延税金資産 388 483 94

その他 2,082 1,916 △165

貸倒引当金 △306 △299 7

投資その他の資産合計 13,291 12,442 △848

固定資産合計 31,640 33,423 1,782

繰延資産    

新株発行費 － 187 187

社債発行費 3 7 3

繰延資産合計 3 195 191

資産合計 72,320 77,926 5,606
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 前連結会計年度
平成17年11月30日

 当連結会計年度
 平成18年11月30日

 増減

（負債の部）    

流動負債    

支払手形及び買掛金 8,229 7,516 △712

短期借入金 10,375 7,404 △2,971

１年以内償還予定の社債 1,540 3,540 2,000

１年以内返済予定の長期借入金 4,037 1,847 △2,190

未払金 5,753 7,532 1,778

未払費用 839 994 154

未払法人税等 321 1,086 764

その他 453 1,383 930

流動負債合計 31,551 31,306 △245

固定負債    

社債 4,890 2,050 △2,840

長期借入金 6,033 7,377 1,344

退職給付引当金 939 981 41

役員退職慰労引当金 － 394 394

繰延税金負債 1,711 1,260 △450

連結調整勘定 0 479 479

固定負債合計 13,574 12,544 △1,030

負債合計 45,125 43,850 △1,275
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 前連結会計年度
平成17年11月30日

 当連結会計年度
 平成18年11月30日

 増減

（少数株主持分）    

少数株主持分 20 － －

    

（資本の部）    

資本金 8,035 － －

資本剰余金 8,141 － －

利益剰余金 8,434 － －

その他有価証券評価差額金 2,953 － －

為替換算調整勘定 △363 － －

自己株式 △27 － －

資本合計 27,174 － －

負債、少数株主持分及び資本合計 72,320 － －

    

（純資産の部）    

株主資本    

資本金 － 12,016 －

資本剰余金 － 12,122 －

利益剰余金 － 7,010 －

自己株式 － △29 －

株主資本合計 － 31,625 －

評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金 － 2,549 －

為替換算調整勘定 － 370 －

評価・換算差額等合計 － 2,937 －

少数株主持分 － 36 －

純資産合計 － 34,076 －

負債純資産合計 － 77,926 －
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 【訂正後】

 (単位：百万円)

 
 前連結会計年度

平成17年11月30日

 当連結会計年度

 平成18年11月30日
 増減

（資産の部）    

流動資産    

現金及び預金 10,419 8,804 △1,614

受取手形及び売掛金 17,912 19,840 1,928

有価証券 71 7 △63

たな卸資産 10,850 13,215 2,365

繰延税金資産 439 1,001 561

その他 1,025 1,500 475

貸倒引当金 △42 △33 9

流動資産合計 40,675 44,337 3,662

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物 3,937 4,876 938

機械装置及び運搬具 7,767 8,955 1,188

工具・器具及び備品 2,577 2,952 374

土地 2,136 2,224 88

建設仮勘定 1,683 1,679 △3

有形固定資産合計 18,101 20,688 2,586

無形固定資産    

ソフトウエア 114 130 16

その他 133 165 31

無形固定資産合計 247 295 47

投資その他の資産    

投資有価証券 11,016 9,337 △1,679

長期貸付金 332 320 △11

長期前払費用 110 1,004 894

繰延税金資産 388 604 216

その他 1,749 1,583 △166

貸倒引当金 △306 △299 7

投資その他の資産合計 13,291 12,552 △739

固定資産合計 31,640 33,535 1,895

繰延資産    

新株発行費 － 187 187

社債発行費 3 7 3

繰延資産合計 3 195 191

資産合計 72,320 78,069 5,748
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 前連結会計年度

平成17年11月30日

 当連結会計年度

 平成18年11月30日
 増減

    

（負債の部）    

流動負債    

支払手形及び買掛金 8,229 7,552 △677

短期借入金 10,375 7,549 △2,825

１年以内償還予定の社債 1,540 3,540 2,000

１年以内返済予定の長期借入金 4,037 1,847 △2,190

未払金 5,753 7,483 1,729

未払費用 839 994 154

未払法人税等 321 1,224 902

役員賞与引当金 － 34 34

製品補償引当金 － 1,145 1,145

繰延税金負債 － 11 11

その他 453 194 △258

流動負債合計 31,551 31,577 26

固定負債    

社債 4,890 2,050 △2,840

長期借入金 6,033 7,232 1,199

退職給付引当金 939 981 41

役員退職慰労引当金 － 394 394

繰延税金負債 1,711 1,237 △473

固定負債合計 13,574 11,895 △1,679

負債合計 45,125 43,472 △1,653
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 前連結会計年度

平成17年11月30日

 当連結会計年度

 平成18年11月30日
 増減

（少数株主持分）    

少数株主持分 20 － －

    

（資本の部）    

資本金 8,035 － －

資本剰余金 8,141 － －

利益剰余金 8,434 － －

その他有価証券評価差額金 2,953 － －

為替換算調整勘定 △363 － －

自己株式 △27 － －

資本合計 27,174 － －

負債、少数株主持分及び資本合計 72,320 － －

    

（純資産の部）    

株主資本    

資本金 － 12,016 －

資本剰余金 － 12,122 －

利益剰余金 － 7,516 －

自己株式 － △29 －

株主資本合計 － 31,625 －

評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金 － 2,566 －

為替換算調整勘定 － 370 －

評価・換算差額等合計 － 2,937 －

少数株主持分 － 34 －

純資産合計 － 34,596 －

負債純資産合計 － 78,069 －

    

－ 14 －



(2) 連結損益計算書

 【訂正前】

(単位：百万円)

 
 前連結会計年度

自 平成16年12月１日
至 平成17年11月30日

 当連結会計年度
自 平成17年12月１日
至 平成18年11月30日

 増減

売上高 62,834 70,016 7,182

売上原価 55,911 62,413 6,502

販売費及び一般管理費 5,755 6,207 451

営業利益 1,167 1,391 223

営業外収益 1,819 1,160 △658

受取利息 38 41 3

受取配当金 83 104 21

持分法による投資利益 206 222 16

為替差益 1,208 477 △730

その他 283 314 31

営業外費用 663 737 73

支払利息 324 382 57

たな卸資産廃却損 28 28 0

その他 310 326 16

経常利益 2,323 1,814 △509

特別利益 1,626 1,282 △344

投資有価証券売却益 522 1,074 551

貸倒引当金戻入益 30 17 △13

子会社清算益 1,022 － △1,022

その他 51 190 139

特別損失 1,409 3,122 1,712

固定資産売却損・除却損 37 66 28

減損損失 － 814 814

貸倒引当金繰入額 121 0 △105

クレーム損失 20 86 65

製品補償引当金繰入額 － 1,145 1,145

役員退職慰労引当金繰入額 － 394 394

役員退職金 － 473 473

営業権償却 595 － △595

たな卸評価減・廃棄損 503 81 △421

その他 152 61 △90

税金等調整前当期純利益 2,540 △26 △2,566

法人税、住民税及び事業税 374 1,298 923

法人税等調整額 1,223 △717 △1,941

少数株主利益 1 △1 △3

当期純利益 940 △604 △1,544

    

 

－ 15 －



 【訂正後】

(単位：百万円)

 
 前連結会計年度

自 平成16年12月１日
至 平成17年11月30日

 当連結会計年度
自 平成17年12月１日
至 平成18年11月30日

 増減

売上高 62,834 70,016 7,182

売上原価 55,911 62,403 6,492

売上総利益 6,923 7,613 690

販売費及び一般管理費 5,755 6,207 451

営業利益 1,167 1,405 238

営業外収益 1,819 1,154 △664

受取利息 38 42 4

受取配当金 83 99 16

持分法による投資利益 206 222 16

為替差益 1,208 477 △730

その他 283 312 28

営業外費用 663 830 167

支払利息 324 383 58

その他 338 447 108

経常利益 2,323 1,729 △593

特別利益 1,626 1,284 △342

投資有価証券売却益 522 1,074 551

貸倒引当金戻入益 30 17 △13

子会社清算益 1,022 － △1,022

その他 51 192 141

特別損失 1,409 3,129 1,719

固定資産売却損・除却損 37 66 28

減損損失 － 823 823

製品補償引当金繰入額 － 1,145 1,145

役員退職慰労引当金繰入額 － 394 394

役員退職金 － 473 473

営業権償却 595 － △595

たな卸評価減・廃棄損 503 － △503

その他 131 227 △67

税金等調整前当期純利益 2,540 △115 △2,655

法人税、住民税及び事業税 374 1,415 1,040

法人税等調整額 1,223 △934 △2,158

少数株主利益 1 △1 △3

当期純利益 940 △594 △1,534

    

－ 16 －



(3) 連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書

連結株主資本等変動計算書

 【訂正前】

当連結会計年度（自　平成17年12月１日　至　平成18年11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

平成17年11月30日　残高
（百万円）

8,035 8,141 8,434 △27 24,583

連結会計年度中の変動額      

新株の発行 3,980 3,980   7,961

剰余金の配当   △229  △229

役員賞与   △36  △36

当期純利益   △604  △604

持分法会社の増加に伴う利益剰余
金減少高

  △495  △495

連結会社増加に伴う剰余金減少高   △57  △57

自己株式の取得・処分    △2 △2

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

3,980 3,980 △1,423 △2 6,535

平成18年11月30日　残高
（百万円）

12,016 12,122 7,010 △29 31,119

 

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券評価
差額金

為替換算調整勘定
評価・換算差額等合
計

平成17年11月30日　残高
（百万円）

2,953 △363 2,590 20 27,194

連結会計年度中の変動額      

新株の発行     7,961

剰余金の配当     △229

役員賞与     △36

当期純利益     △604

持分法会社の増加に伴う利益剰余
金減少高

    △495

連結会社増加に伴う剰余金減少高     △57

自己株式の取得・処分     △2

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

△404 733 329 16 345

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△404 733 329 16 6,881

平成18年11月30日　残高
（百万円）

2,549 370 2,920 36 34,076

 

－ 17 －



 【訂正後】

当連結会計年度（自　平成17年12月１日　至　平成18年11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

平成17年11月30日　残高
（百万円）

8,035 8,141 8,434 △27 24,583

連結会計年度中の変動額      

新株の発行 3,980 3,980   7,961

剰余金の配当   △229  △229

役員賞与   △36  △36

当期純利益   △594  △594

連結会社増加に伴う剰余金減少高   △57  △57

自己株式の取得・処分    △2 △2

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

3,980 3,980 △918 △2 7,041

平成18年11月30日　残高
（百万円）

12,016 12,122 7,516 △29 31,625

 

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券評価
差額金

為替換算調整勘定
評価・換算差額等合
計

平成17年11月30日　残高
（百万円）

2,953 △363 2,590 20 27,194

連結会計年度中の変動額      

新株の発行     7,961

剰余金の配当     △229

役員賞与     △36

当期純利益     △594

連結会社増加に伴う剰余金減少高     △57

自己株式の取得・処分     △2

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

△387 733 346 13 360

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△387 733 346 13 7,401

平成18年11月30日　残高
（百万円）

2,566 370 2,937 34 34,596

 

－ 18 －



(4) 連結キャッシュフロー計算書

 【訂正前】

 
前連結会計年度

自　平成16年12月１日
至　平成17年11月31日

当連結会計年度
自　平成17年12月１日
至　平成18年11月31日

区分 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ．営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 2,540 △29

子会社清算益 △1,022 －

子会社株式評価損 20 －

減価償却費 2,722 3,408

減損損失 － 814

営業権償却 595 －

貸倒引当金の増加額 35 △20

製品補償引当金繰入額 － 1,145

退職給付引当金の増加額 50 28

受取利息及び受取配当金 △121 △109

支払利息 324 382

為替差損益(△は為替差損) △41 3

持分法による投資利益 △206 △222

新株発行費償却 － 53

社債発行費償却 － 7

投資有価証券売却益 △522 △1,058

有形固定資産除却損 37 220

クレーム損失 20 73

売上債権の増加額 △3,299 △1,019

たな卸資産の増加額 △2,356 △1,654

仕入債務の増加額（△減少額） 3,160 △1,354

未払金の増加額（△減少額） － 34

未払消費税等の増加額（△減少額） 57 △113

役員賞与支払額 △32 △36

売上値引引当金繰入額 － △25

役員退職慰労引当金繰入額 － 394

その他 △900 35

小計 1,063 956

利息及び配当金の受取額 121 145

利息の支払額 △325 △378

法人税等の支払額 △24 592

営業活動によるキャッシュ・フロー 835 131

－ 19 －



 
前連結会計年度

自　平成16年12月１日
至　平成17年11月31日

当連結会計年度
自　平成17年12月１日
至　平成18年11月31日

区分 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅱ．投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の売却による収入 － 40

有形固定資産の取得による支出 △5,979 △5,438

有形固定資産の売却による収入 561 328

投資有価証券の取得による支出 △380 △101

投資有価証券の売却による収入 1,476 1,777

関係会社株式の取得による支出 △522 －

貸付による支出 △103 △374

貸付金の回収による収入 76 83

長期前払費用の支払による支出 － △656

その他 △188 161

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,059 △4,180

Ⅲ．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 3,403 △3,302

長期借入れによる収入 3,134 2,591

長期借入金の返済による支出 △3,404 △3,800

株式の発行による収入 － 7,961

社債の償還による支出 △170 △1,540

社債の発行による収入 － 700

新株発行による支出 － △240

社債発行による支出 － △11

自己株式の取得による支出 △8 △2

配当金の支払額 △204 △274

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,750 2,081

Ⅳ．現金及び現金同等物に関わる換算差額 △461 320

Ⅴ．現金及び現金同等物の増加額（△減少額） △1,934 △1,646

Ⅵ．現金及び現金同等物の期首残高 12,396 10,419

Ⅶ．新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 － 32

Ⅷ．連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △2 －

Ⅸ．現金及び現金同等物の期末残高 10,460 8,804

   

 

－ 20 －



 【訂正後】

 
前連結会計年度

自　平成16年12月１日
至　平成17年11月31日

当連結会計年度
自　平成17年12月１日
至　平成18年11月31日

区分 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ．営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 2,540 △137

子会社清算益 △1,022 －

子会社株式評価損 20 －

減価償却費 2,722 3,408

減損損失 － 823

営業権償却 595 3

貸倒引当金の増加額 35 △20

製品補償引当金繰入額 － 1,145

退職給付引当金の増加額 50 28

受取利息及び受取配当金 △121 △142

支払利息 324 383

為替差損益(△は為替差損) △41 477

持分法による投資利益 △206 △222

新株発行費償却 － 53

社債発行費償却 － 7

投資有価証券売却益 △522 △1,074

投資有価証券売却損 － 50

有形固定資産除却損 37 52

クレーム損失 20 86

売上債権の増加額 △3,299 △997

たな卸資産の増加額 △2,356 △1,654

仕入債務の増加額（△減少額） 3,160 △1,322

未払金の増加額（△減少額） － △10

未払消費税等の増加額（△減少額） 57 △113

役員賞与支払額 △32 △36

売上値引引当金繰入額 － △25

役員退職慰労引当金繰入額 － 394

その他 △900 △243

小計 1,063 914

利息及び配当金の受取額 121 181

利息の支払額 △325 △376

法人税等の支払額 △24 △566

営業活動によるキャッシュ・フロー 835 153

－ 21 －



 
前連結会計年度

自　平成16年12月１日
至　平成17年11月31日

当連結会計年度
自　平成17年12月１日
至　平成18年11月31日

区分 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅱ．投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △5,979 △5,419

有形固定資産の売却による収入 561 328

投資有価証券の取得による支出 △380 △101

投資有価証券の売却による収入 1,476 1,777

関係会社株式の取得による支出 △522 －

貸付による支出 △103 △374

貸付金の回収による収入 76 83

長期前払費用の支払による支出 － △656

その他 △188 161

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,059 △4,202

Ⅲ．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 3,403 △3,157

長期借入れによる収入 3,134 2,591

長期借入金の返済による支出 △3,404 △3,945

株式の発行による収入 － 7,961

社債の償還による支出 △170 △1,540

社債の発行による収入 － 700

新株発行による支出 － △240

社債発行による支出 － △11

自己株式の取得による支出 △8 △2

配当金の支払額 △204 △274

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,750 2,081

Ⅳ．現金及び現金同等物に関わる換算差額 △461 320

Ⅴ．現金及び現金同等物の増加額（△減少額） △1,934 △1,646

Ⅵ．現金及び現金同等物の期首残高 12,396 10,419

Ⅶ．新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 － 32

Ⅷ．連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △2 －

Ⅸ．現金及び現金同等物の期末残高 10,460 8,804

   

－ 22 －



注記事項

３. 税効果会計に関する注記

 【訂正前】

繰延税金資産の発生の主な原因別内訳

   (単位：百万円)

 
当連結会計年度末

(平成18年11月30日)

前連結会計年度末

(平成17年11月30日)

繰延税金資産   

製品補償引当金 461 －

退職給付引当金 383 350

税務上の繰越欠損金 276 167

未払賞与 158 145

未払事業税 109 64

棚卸資産評価損 143 181

土地譲渡に関わる未実現利益 323 323

役員退職慰労引当金 120 －

子会社株式評価損 2766 2,451

その他 645 278

繰延税金資産小計 5384 3,959

評価性引当金 △3,379 △2,796

繰延税金資産合計 2005 1,162

   

繰延税金負債   

買換資産圧縮積立金 34 36

その他有価証券評価差額金 1,769 2,008

その他 0 0

繰延税金負債合計 1,803 2,045

繰延税金資産純額 202 △882

(△)は負債純額)   

   

繰延税金資産の純額は貸借対照表の以下の項目に含まれております。

流動資産-繰延税金資産 980 439

固定資産-繰延税金資産 483 388

固定負債-繰延税金負債 1,260 1,711

－ 23 －



 【訂正後】

繰延税金資産の発生の主な原因別内訳

   (単位：百万円)

 
当連結会計年度末

(平成18年11月30日)

前連結会計年度末

(平成17年11月30日)

繰延税金資産   

製品補償引当金 461 －

退職給付引当金 384 350

税務上の繰越欠損金 306 167

未払賞与 158 145

未払事業税 119 64

棚卸資産評価損 156 181

土地譲渡に関わる未実現利益 323 323

役員退職慰労引当金 159 －

減損損失 166 －

子会社株式評価損 2,769 2,451

その他 370 278

繰延税金資産小計 5,377 3,959

評価性引当金 △3,238 △2,796

繰延税金資産合計 2,138 1,162

   

繰延税金負債   

買換資産圧縮積立金 34 36

その他有価証券評価差額金 1,733 2,008

その他 13 0

繰延税金負債合計 1,781 2,045

繰延税金資産純額 358 △882

(△)は負債純額)   

   

繰延税金資産の純額は貸借対照表の以下の項目に含まれております。

流動資産-繰延税金資産 1,001 439

固定資産-繰延税金資産 604 388

流動負債-繰延税金負債 11 －

固定負債-繰延税金負債 1,237 1,711

－ 24 －



４. セグメント情報

 【訂正前】

1. 事業の種類別セグメント情報

 当連結会計年度(平成17年12月１日～平成18年11月30日)

 
自動車部門
（百万円）

産業機械部
門
（百万円）

住宅機器部
門
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全
社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ．売上高及び営業利益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 49,279 17,925 2,811 70,016 － 70,016

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
1,806 4 17 1,827 (1,827) －

計 51,086 17,929 2,828 71,843 (1,827) 70,016

営業費用 50,919 16,215 2,677 69,811 (1,186) 68,625

営業利益 167 1,714 151 2,032 (641) 1,391

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的

支出
      

資産 47,758 7,948 2,739 58,455 19,481 77,926

減価償却費 3,041 84 180 3,305 98 3,403

資本的支出 4,835 162 99 5,096 323 5,419

2. 所在地セグメント情報

当連結会計年度(平成17年12月１日～平成18年11月30日)

 
日本国内
（百万円）

海外
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ．売上高及び営業利益     

売上高     

(1）外部顧客に対する売上高 57,194 12,822 － 70,016

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
2,687 5,682 (8,370) －

計 59,881 18,505 (8,370) 70,016

営業費用 58,029 18,983 (8,387) 68,625

営業利益 1,852 △478 17 1,391

 

－ 25 －



 【訂正後】

1. 事業の種類別セグメント情報

 当連結会計年度(平成17年12月１日～平成18年11月30日)

 
自動車部門
（百万円）

産業機械部
門
（百万円）

住宅機器部
門
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全
社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ．売上高及び営業利益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 49,279 17,925 2,811 70,016 － 70,016

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
1,806 3 16 1,827 (1,827) －

計 51,086 17,929 2,828 71,844 (1,827) 70,016

営業費用 50,904 16,215 2,677 69,796 (1,185) 68,610

営業利益 182 1,714 151 2,047 (641) 1,405

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的

支出
      

資産 40,155 14,467 3,627 58,249 19,820 78,069

減価償却費 3,041 84 180 3,305 98 3,403

資本的支出 4,835 162 99 5,096 323 5,419

2. 所在地セグメント情報

当連結会計年度(平成17年12月１日～平成18年11月30日)

 
日本国内
（百万円）

海外
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ．売上高及び営業利益     

売上高     

(1）外部顧客に対する売上高 57,194 12,822 － 70,016

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
2,687 5,682 (8,370) －

計 59,881 18,505 (8,370) 70,016

営業費用 58,029 18,984 (8,403) 68,610

営業利益 1,852 △479 32 1,405

－ 26 －


