
 

 

平成２０年３月期 第１四半期財務・業績の概況（非連結） 
平成19年７月27日 

上場会社名  ケンコーコム株式会社             （コード番号：３３２５ 東証マザーズ）      

（URL  http://www.kenko.com）  
本社所在地  東京都港区赤坂３丁目 11 番３号    
問合せ先   代表者役職・氏名  代表取締役執行役員 CEO  後藤 玄利   TEL 03-3584-4156（代表）  

  責任者役職・氏名    取締役執行役員管理本部長  片岡 敬三 
 
１．平成 20 年３月期第１四半期の業績（平成 19 年４月１日～平成 19 年６月 30 日） 

(1) 経営成績                                         （百万円未満切捨て） 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期(当期)純利益

 
平成 20 年３月期第１四半期 

     百万円 
  1,797 

%
16.7

  百万円 
18 

%
65.0

   百万円 
 15 

% 
94.7 

百万円

12
%

152.8
平成 19 年３月期第１四半期 1,539 37.0 11 △64.1 7  △74.8 4 △83.7
(参考) 平成 19 年３月期   6,565  47     33  12  

 
 １株当たり四半期 

（当期）純利益 
潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

平成 20 年３月期第１四半期 420 円 28 銭 409 円 60 銭

平成 19 年３月期第１四半期 168 円 79 銭 162 円 72 銭 
(参考) 平成 19 年３月期 433 円 60 銭 419 円 34 銭

（注）売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示す。 
 
(2) 財政状態                                    （百万円未満切捨て） 

 総資産   純資産 自己資本比率 １株当たり 
純資産 

 

平成 20 年３月期第１四半期 

百万円

3,420 
百万円

1,966 
% 

57.4 
    円  銭

66,223  67 
平成 19 年３月期第１四半期 3,457 1,911 55.3 65,417  62 
(参考)平成 19 年３月期 3,366 1,951 58.0 65,790   76 

 
(3) キャッシュ・フローの状況                             （百万円未満切捨て） 

 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 
 

平成 20 年３月期第１四半期 

百万円

30 
百万円

△90 
百万円 

△15 
百万円

1,155 
平成 19 年３月期第１四半期 78 △82 △15 1,548 
(参考) 平成 19 年３月期 243 △439 △142 1,230 

 

２．配当状況 
・現金配当 １株当たり配当金（円） 
 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間 
平成 19 年３月期 － － － － － 0 円 00 銭 
平成 20 年３月期（実績） － － － － － 0 円 00 銭 
平成 20 年３月期（予想） － － － － － 0 円 00 銭 
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３．平成 20 年３月期の業績予想（平成 19 年４月 1日～平成 20 年３月 31 日） 

 
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 
 
中間期 

百万円 
3,669 

百万円

31 
百万円

23 
百万円

20 
円 

683 
銭 
34 

通 期 8,150 160 143 120 4,050 20 
 

４．四半期財務情報の作成等に係る事項 

(1) 四半期財務諸表の作成基準   ：中間財務諸表作成基準 

(2) 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 ：無 

(3) 会計監査人の関与    ：有 
 四半期財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則 
の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のための手続 
きを受けております。 
 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成されたものであり、実際の業績は今後

の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。なお、業績予想に関する事項は、添付資料の 3 ページを

ご参照ください。 
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[定性的情報・財務諸表等] 

１．経営成績に関する定型的情報 
 リテイル事業においては、取扱商品数が前事業年度末の 70,789 点から当第１四半期末の 71,708 点へ増加しました。

また、前年同期のような特定商品の一時的なブームはありませんでしたが、検索エンジンでの露出が好調であったこと

などから、当第１四半期中のサイト訪問者数は好調に推移し 14,364 千人（前年同期比 1.5%増）となり、出荷件数は

334 千件（前年同期比 10.2%増）となりました。以上より、リテイル事業の売上は 1,629 百万円（前年同期比 8.1%増）

となりました。 
 その他の事業においては、ドロップシップ事業やメディア事業の成長により、売上が 167 百万円（前年同期 431.3%
増）となりました。 
 販売費及び一般管理費については、前事業年度 10 月の宇都宮物流センターの開業等に伴う設備投資や賃料等による

固定費の増加、売上の増加に伴う変動費の増加により 616 百万円（前年同期比 14.2%増）となりました。その結果、

営業利益は 18 百万円（前年同期比 65.0%増）となりました。 
 営業外損益及び特別損益については、概ね当初想定どおりとなっております。 
 以上より、経常利益、税引前第１四半期純利益及び第１四半期純利益は、それぞれ 15 百万円(前年同期比 94.7%増)、
13 百万円（前年同期比 128.3%増）及び 12 百万円（前年同期比 152.8%増）となっております。 
 
２．財政状態に関する定性的情報 
 前事業年度末から当四半期末までの３ヶ月間における財政状態の主な変動としては、売上の成長に伴い売掛金及び買

掛金がそれぞれ 105 百万円及び 43 百万円増加したこと、在庫管理システムの一部刷新等によりソフトウェアが 65 百

万円増加したことが挙げられます。 
   
 ＜キャッシュ・フローの状況＞ 
 当第 1 四半期においては、営業活動により獲得した現金及び現金同等物（以下、「資金」と言う）を投資活動により

支出した資金が上回っており、当第 1 四半期末における資金は前事業年度末比 74 百万円減の 1,155 百万円となりまし

た。 
  
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
 当第 1 四半期においては、税引前第１四半期純利益 13 百万円等により、30 百万円（前年同期比 60.8%減）の資金

を獲得しました。 
 
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
 当第 1 四半期においては、在庫管理システムの一部刷新など無形固定資産の取得による支出（79 百万円）等により、

合計で 90 百万円(前年同期比 9.3％増）の資金を投資しました。 
 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
 当第 1 四半期においては、長期借入金の返済（15 百万円）等により、15 百万円（前年同期比 1.7%減）の資金を支

出しました。 
 
３．業績予想に関する定性的情報 
 リテイル事業においては、取扱商品数の拡大（7 万商品から 10 万商品へ）、検索エンジン対策やモバイルサイト強化

による顧客接点の拡大等に取り組んでまいります。これらにより、リテイル事業の売上高は前年同期比 17.9％増の

7,300 百万円を見込んでおります。  
その他の事業においては、ドロップシップ事業の更なる発展のため既存パートナー会社との連携強化に加え、新規パ

ートナー会社を開拓してまいります。また、メディア事業の本格的な立ち上がりを目指し営業力を強化します。これら

により、その他の事業の売上高は前年同期比 128.5％増の 850 百万円を見込んでおります。 
 売上の増加に伴って限界利益が増加する一方で、各事業の強化へ向けた情報システムの構築など基盤整備を予定して

おります。また、主にその他の事業の強化へ向けた人員の拡充を予定しております。これらによる固定費負担も発生す

る見込みです。 
  第１四半期が終了した段階で、足許の業績は上記計画を若干上回るペースで推移しており、通期の業績予想は、平成

19 年 5 月 15 日の決算発表時に公表した数値を据え置いております。 
  
 
（注）上記予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものであります。予想には様々な不

確実要素が内在しており、実際はこれら予想数値と異なる場合がありますので、これら業績等の予想に全面的に依拠し

て投資等の判断を行うことは差し控えてください。 
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４．四半期財務諸表 
 
(1) 四半期貸借対照表  

 
前第 1四半期会計期間末 

(平成 18 年 6月 30 日) 

当第 1四半期会計期間末 

(平成 19 年 6月 30 日) 

前事業年度末の 

要約貸借対照表 

(平成 19 年３月 31 日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比

(％)
金額(千円) 

構成比 

(％)
金額(千円) 

構成比

(％)

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金    1,548,882  1,155,635   1,230,151

２．売掛金    597,619  723,529   618,501

３．たな卸資産    217,358  291,594   287,927

４．その他 ※３  63,285  47,749   51,478

  貸倒引当金    △8,562  △12,645   △11,149

 流動資産合計    2,418,584 69.9 2,205,863 64.5  2,176,909 64.6

Ⅱ 固定資産           

(1) 有形固定資産 ※１         

１．建物        393,312  388,696   391,946

２．構築物         47,312  41,697   43,800

３．機械及び装置       3,281  8,038   8,405

４．車両運搬具          1,827  2,015   2,262

５．工具器具備品        191,145  227,103   230,135

６．建設仮勘定        22,854  23,522   32,629

 有形固定資産合計        659,733 19.1 691,073 20.2  709,180 21.1

(2) 無形固定資産       

１．ソフトウェア       284,513  332,174   266,765

２．ソフトウェア仮勘定          － 49,131   71,618

３．その他         1,982  2,269   2,116

 無形固定資産合計       286,496 8.3 383,575 11.2  340,501 10.1

(3) 投資その他の資産        

１．投資有価証券 ※２        6,735  7,335   6,480

２．関係会社株式        － 45,641   45,641

３．従業員長期貸付金        － 2,700   2,700

４．差入保証金    80,102  80,275    80,137

５．その他    1,122  1,824   2,211

 投資その他の資産合計         87,959 2.5 137,776 4.0  137,170 4.1

 固定資産合計    1,034,189 29.9 1,212,425 35.4  1,186,852 35.3

Ⅲ 繰延資産      

１．社債発行費   5,206 2,231   2,974

繰延資産合計   5,206 0.2 2,231 0.1  2,974 0.1

 資産合計      3,457,979 100.0 3,420,519 100.0  3,366,736 100.0
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前第 1四半期会計期間末 

(平成 18 年 6月 30 日) 

当第 1四半期会計期間末 

(平成 19 年 6月 30 日) 

前事業年度末の 

要約貸借対照表 

(平成 19 年３月 31 日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比

(％)
金額(千円) 

構成比 

(％)
金額(千円) 

構成比

(％)

（負債の部）                     

Ⅰ 流動負債               

１．買掛金 ※２  501,710 574,435   531,274

２．１年内償還予定の社債   110,000 110,000   110,000

３．１年内返済予定の長期

借入金 
   60,176 60,176   60,176

４．未払金    171,516 177,449   141,322

５．その他 ※３  54,257 54,710   79,929

流動負債合計    897,660 25.9 976,771 28.5  922,701 27.4

Ⅱ 固定負債      

１．社債   385,000 275,000   275,000

２．長期借入金    261,236 201,060   216,104

３．その他    3,037 1,276   1,429

固定負債合計    649,273 18.8 477,336 14.0  492,533 14.6

負債合計    1,546,934 44.7 1,454,107 42.5  1,415,235 42.0

（純資産の部）      

Ⅰ 株主資本      

  １．資本金   925,264 26.8 983,796 28.8  983,268 29.2

 ２．資本剰余金       

(1)．資本準備金   1,161,534 1,220,066  1,219,538 

資本剰余金合計    1,161,534 33.6 1,220,066 35.7  1,219,538 36.2

３．利益剰余金      

(1)．その他利益剰余金     

繰越利益剰余金   △176,290 △156,143  △168,606 

利益剰余金合計    △176,290 △5.1 △156,143 △4.6  △168,606 △5.0

４．自己株式    － △83,968 △2.5  △83,968 △2.5

株主資本合計    1,910,508 55.3 1,963,750 57.4  1,950,232 57.9

Ⅱ 評価・換算差額等      

１． その他有価証券 

評価差額金 
 285 641  134 

評価・換算差額等合計   285 0.0 641 0.0  134 0.0

Ⅲ 新株予約権     

  １．新株引受権  250 250  250 

  ２．新株予約権  － 1,769  884 

新株予約権合計   250 0.0 2,019 0.1  1,134 0.0

純資産合計    1,911,044 55.3 1,966,412 57.5  1,951,501 58.0

負債純資産合計    3,457,979 100.0 3,420,519 100.0  3,366,736 100.0
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(2) 四半期損益計算書 

  

前第 1四半期会計期間 

 (自 平成 18 年４月 １日 

   至 平成 18 年６月 30 日) 

当第 1四半期会計期間 

 (自 平成 19 年４月 １日 

  至 平成 19 年６月 30 日)

前事業年度の 

要約損益計算書 

 (自 平成 18 年４月 １日 

   至 平成 19 年３月 31 日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

百分比

(％)
金額(千円) 

百分比

(％)
金額(千円) 

百分比

(％)

Ⅰ 売上高    1,539,884 100.0 1,797,477 100.0  6,565,268 100.0

Ⅱ 売上原価    988,291 64.2 1,161,980 64.6  4,224,969 64.4

売上総利益    551,592 35.8 635,496 35.4  2,340,298 35.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費    540,292 35.1 616,846 34.4  2,292,417 34.9

営業利益    11,299 0.7 18,649 1.0  47,880 0.7

Ⅳ 営業外収益 ※１  410 0.0   296 0.0  2,229 0.0

Ⅴ 営業外費用 ※２  3,794 0.2 3,539 0.2  16,957 0.2

経常利益   7,915 0.5 15,407 0.8  33,152 0.5

Ⅵ 特別利益 ※３   － － 251 0.0  10,609 0.2

Ⅶ 特別損失 ※４   1,839 0.1  1,792 0.0  26,053 0.4

税引前第 1四半期

(当期)純利益 
   6,075 0.4 13,866 0.8  17,709 0.3

法人税、住民税 

及び事業税 
  1,145 1,403 5,096 

法人税等調整額   － 1,145 0.1 － 1,403 0.1 － 5,096 0.1

第 1 四半期(当期)

純利益 
   4,930 0.3 12,463 0.7  12,613 0.2
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(3) 四半期株主資本等変動計算書 

 

前第 1四半期会計期間 (自平成 18 年４月１日 至平成 18 年６月 30 日)             （単位：千円） 
 株主資本 

評価・換算差額

等 
新株予約権 

資本金 
資本剰余金 

利益剰余金 

株主資本合計
その他有価証

券評価差額金 
新株引受権 その他利益剰余金

資本準備金 繰越利益剰余金 

平成18年３月31日残高 925,139 1,161,409 △181,220 1,905,328 508 250

第 1 四半期変動額   

新株の発行 125 125 － 250 － －

第 1四半期純利益 － － 4,930 4,930 － －

株主資本以外の項目

の第 1 四半期変動額

（純額） 

－ － － － △222 －

第 1四半期変動額合計 125 125 4,930 5,180 △222 －

平成18年６月30日残高 925,264 1,161,534 △176,290 1,910,508 285 250

 
 
当第 1四半期会計期間 (自平成 19 年４月１日 至平成 19 年６月 30 日)             （単位：千円） 

 株主資本 
評価・換算差額

等 
新株予約権 

資本金 

資本剰余

金 

利益剰余金 

自己株式 株主資本合計
その他有価証

券評価差額金 

新株 

引受権 

新株 

予約権

その他利益剰

余金 

資本準備

金 

繰越利益剰余

金 

平成19年３月31日残高 983,268 1,219,538 △168,606 △83,968 1,950,232 134 250 884

第 1 四半期変動額    

新株の発行 527 527 － － 1,055 － － －

第 1四半期純利益 － － 12,463 － 12,463 － － －

株主資本以外の項目

の第 1 四半期変動額

（純額） 

－ － － － － 507 － 885

第 1四半期変動額合計 527 527 12,463 － 13,518 507 － 885

平成19年６月30日残高 983,796 1,220,066 △156,143 △83,968 1,963,750 641 250 1,769
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前事業年度 (自平成 18 年４月１日 至平成 19 年３月 31 日)             （単位：千円） 
 株主資本 

評価・換算差額

等 
新株予約権 

資本金 

資本剰余

金 

利益剰余金 

自己株式 株主資本合計
その他有価証

券評価差額金 

新株 

引受権 

新株 

予約権 

その他利益剰

余金 

資本準備

金 

繰越利益剰余

金 

平成18年３月31日残高 925,139 1,161,409 △181,220 － 1,905,328 508 250 －

事業年度中の変動額    

新株の発行 58,129 58,129 － － 116,258 － － －

当期純利益 －  － 12,613 － 12,613 － － －

自己株式の取得 － － － △83,968 △83,968 － － －

株主資本以外の項目

の事業年度中の変動

額（純額） 

－ － － － － △373 － 884

事業年度中の変動額合

計 
58,129 58,129 12,613 △83,968 44,903 △373 － 884

平成19年３月31日残高 983,268 1,219,538 △168,606 △83,968 1,950,232 134 250 884
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(4) 四半期キャッシュ・フロー計算書 

  

前第 1四半期会計期間 

 (自 平成 18 年４月１日

   至 平成 18年６月 30日)

当第 1四半期会計期間 

(自 平成 19 年４月１日 

 至 平成 19年６月30日)

前事業年度の要約 

キャッシュ・フロー計算書

 (自  平成 18 年４月１日

  至  平成 19年３月 31日)

区分 
注記

番号
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー         

１．税引前第 1四半期(当期)純利益   6,075 13,866 17,709   

２．減価償却費   38,902 49,484 185,945 

３．貸倒引当金の増加額   2,088 1,495 4,675 

４．受取利息及び受取配当金   △90  △81 △414 

５．支払利息   2,722 2,181 10,199 

６．新株発行費  28 － － 

７．株式交付費   － 568 580 

８．社債発行費償却  743 743 2,975 

９．自己株式取得費用  － － 2,098 

10．株式報酬費用  － 885 884 

11．保険差益  － △251 △10,609 

12．固定資産除却損   － 1,525 24,213 

13．売上債権の増加額   △147,037 △103,534 △176,313 

14．仕入債務の増加額   128,358 44,069 157,922 

15．たな卸資産増減額   6,205 △3,667 △64,363 

16．前払費用の増減額  △6,797 △11,495 2,968 

17．未収入金の増減額  △13,966 5,531 △3,212 

18．未払金の増加額  48,277 21,958 39,344 

19．未払費用の増減額  2,649 △1,136 13,653 

20．未収(未払)消費税等の減少(増加)額   12,661 4,519 46,374 

21．その他   5,938 △1,187 10,312 

小計   86,759 25,477 264,944 

22．利息及び配当金の受取額   90 81 349 

23．保険金の受取額  － 14,741 － 

24．利息の支払額   △1,240 △1,018 △10,138 

25．法人税等の支払額   △7,124 △8,484 △11,798 

  営業活動によるキャッシュ・フロー   78,484 30,796 243,356 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

１．有形固定資産の取得による支出   △24,123 △9,640 △174,032 

２．無形固定資産の取得による支出   △58,379 △79,803 △215,136 

３．関係会社株式の取得による支出  － －       △45,641 

４．敷金保証金の差入による支出  △165 △194       △365 

５．敷金保証金の返還による収入  85 － 85 

６．その他   － △660 △3,983 

  投資活動によるキャッシュ・フロー   △82,582 △90,298 △439,073 
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前第 1四半期会計期間 

 (自 平成 18 年４月１日

   至 平成 18年６月 30日)

当第 1四半期会計期間 

(自 平成 19 年４月１日 

 至 平成 19年６月30日)

前事業年度の要約 

キャッシュ・フロー計算書

 (自  平成 18 年４月１日

  至  平成 19年３月 31日)

区分 
注記

番号
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

１．長期借入金の返済による支出   △15,044 △15,044 △60,176 

２．社債の償還による支出  － － △110,000 

３．株式の発行による収入   221 486 115,677 

４．自己株式の取得による支出   － － △83,968 

５．自己株式取得費用の支払額   － － △2,098 

６．その他   △456 △456 △1,827 

  財務活動によるキャッシュ・フロー   △15,279 △15,014 △142,392 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額   △19,377 △74,515 △338,108 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高   1,568,259 1,230,151 1568,259 

Ⅵ 現金及び現金同等物の 

第 1四半期末(期末)残高 
 ※ 1,548,882 1,155,635 1,230,151 
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(5) 注記事項等 

四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項 

    期別 

   項目 

前第 1四半期会計期間 

 (自 平成 18 年４月 1 日 

   至 平成 18 年６月 30 日)

当第 1四半期会計期間 

 (自 平成 19 年４月 1 日 

   至 平成 19 年６月 30 日)

前事業年度 

 (自 平成 18 年４月 1 日 

  至 平成 19 年３月 31 日) 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

  

 

(1) 有価証券 

 その他有価証券 

時価のあるもの 

 第1四半期会計期間末日の市

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)を採用していま

す。 

(1) 関連会社株式 

移動平均法による原価法 

(2) 有価証券 

同   左 

(1) 関連会社株式 

同   左 

(2) 有価証券 

 その他有価証券 

時価のあるもの 

 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)を採

用しています。 

   (2) たな卸資産 

商品 

 移動平均法による原価法を採

用しております。 

 

 

貯蔵品 

 総平均法による原価法を採用

しております。 

(3) たな卸資産 

商品 

 同   左 

仕掛品 

 個別法による原価法を採用し

ております。 

貯蔵品 

 同   左 

(3) たな卸資産 

 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(但し建物(付属設備を除

く)については定額法）を採用して

おります。 

 なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

  建物        ６～38 年 

  構築物     10～30 年 

機械及び装置    12 年 

車両運搬具     ４年 

工具器具備品   ４～10 年 

 (1) 有形固定資産      

定率法(但し建物(付属設備を除

く)については定額法）を採用して

おります。 

 なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

  建物        ６～38 年 

  構築物     10～30 年 

機械及び装置    12 年 

車両運搬具     ４年 

工具器具備品   ３～15 年 

(1) 有形固定資産 

 同   左 

   (2) 無形固定資産  

 定額法を採用しております。

 なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における見込利

用可能期間(５年)によっておりま

す。  

 (2) 無形固定資産 

同   左 

  

 

 (2) 無形固定資産 

同   左 

  

 

  (3) 長期前払費用  

 均等償却を採用しております。

 (3) 長期前払費用 

同   左 

 (3) 長期前払費用 

同   左 

３．繰延資産の処理方法  (1) 新株発行費 

 支出時に全額費用として処理し

ております。 

(1) 株式交付費 

同   左 

(1) 株式交付費 

同   左 

 (2) 社債発行費  

商法施行規則に規定する最長期

間（3年）で毎期均等償却してお

ります。 

(2) 社債発行費  

 同   左 

(2) 社債発行費  

同   左 

 

４．引当金の計上基準  貸倒引当金 

 売上債権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

性を勘案し、回収不能見込額を計

上しております。  

 

同   左 

 

同   左 
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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 

６．四半期キャッシュ・フロ

ー計算書（キャッシュ・

フロー計算書）における

資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から３

ヶ月以内に償還期限の到来する短

期投資からなっております。 

 

同   左 

 

同   左 

７．その他四半期財務諸表

（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 

税抜方式を採用しております。

 消費税等の会計処理 

同   左 

 消費税等の会計処理 

同   左 

   

（会計方針の変更） 

前第 1四半期会計期間 

 (自 平成 18 年４月 1 日 

   至 平成 18 年６月 30 日) 

当第 1四半期会計期間 

 (自 平成 19 年４月 1 日 

   至 平成 19 年６月 30 日) 

前事業年度 

 (自 平成 18 年４月 1 日 

  至 平成 19 年３月 31 日) 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準） 

当第１四半期会計期間より、「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。従来の資本の部の合計に相当す

る金額は 1,910,794 千円であります。 

  なお、財務諸表等規則の改正により、当第

１四半期会計期間における四半期貸借対照

表の純資産の部については、改正後の財務諸

表等規則により作成しております。 

--------------- 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準）  

当事業年度より、「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。従来の資本の部の合計に相当

する金額は 1,950,366 千円であります。 

  なお、財務諸表等規則の改正により、当

事業年度における貸借対照表の純資産の部

については、改正後の財務諸表等規則によ

り作成しております。  

--------------- 

 

--------------- （ストック・オプション等に関する会計基準）

   当事業年度より、「ストック・オプショ

ン等に関する会計基準」（企業会計基準第

8 号 平成 17 年 12 月 27 日）及び「ストッ

ク・オプション等に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第 11 号平成

18 年 5月 31 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

前当期純利益は、それぞれ 884 千円減少し

ております。  

--------------- 

 

（有形固定資産の減価償却方法の変更） 

平成19年度の法人税法改正に伴い、当第１

四半期会計期間より、平成19年４月１日以降

取得した有形固定資産については「新定率

法」を採用しております。この変更に伴う影

響額は軽微であります。 

また、当第１四半期会計期間より、平成19

年３月31日以前に取得した有形固定資産の

うち償却可能額までの償却が終了している

ものについては、残存価額を５年間で均等償

却しております。この変更に伴う影響額は軽

微であります。 

--------------- 
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（表示方法の変更） 

前第 1四半期会計期間末 

(平成 18 年 6月 30 日現在) 

当第 1四半期会計期間末 

(平成 19 年 6月 30 日現在) 

前事業年度末 

（平成 19 年３月 31 日現在) 

--------------- 

 

--------------- 

 

（繰延資産の会計処理に関する当面の取扱

い） 

 当事業年度より、「繰延資産の会計処理に

関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会

平成 18 年８月 11 日 実務対応報告第 19 号）

を適用しております。 

 前事業年度において営業外費用の内訳とし

て表示していた「新株発行費」は、当事業年

度より「株式交付費」として表示する方法に

変更しております。 

 前事業年度において営業活動によるキャッ

シュ・フローとして表示していた「新株発行

費」は、当事業年度より「株式交付費」とし

て表示する方法に変更しております。 
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注記事項 

（四半期貸借対照表関係） 

前第 1四半期会計期間末 

(平成 18 年 6月 30 日現在) 

当第 1四半期会計期間末 

(平成 19 年 6月 30 日現在) 

前事業年度末 

（平成 19 年３月 31 日現在) 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

163,386千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

277,774千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

250,597千円 

※２．担保に供している資産 

建物     429,818千円 

投資有価証券  6,735千円 

合計     436,553千円 

 上記の担保付債務 

 買掛金         2,147千円 

長期借入金  180,800千円 

（内１年内返済 

長期借入金） 28,800千円 

合計     182,947千円 

※２．担保に供している資産 

建物     360,421千円 

投資有価証券  7,335千円 

合計     367,756千円 

 上記の担保付債務 

 買掛金         2,803千円 

長期借入金  152,000千円 

（内１年内返済 

長期借入金） 28,800千円 

合計     154,803千円 

※２．担保に供している資産 

建物     365,574千円 

投資有価証券  6,480千円 

合計     372,054千円 

 上記の担保付債務 

 買掛金         2,354千円 

長期借入金  159,200千円 

（内１年内返済 

長期借入金） 28,800千円 

合計     161,554千円 

※３．消費税等の取扱い 

 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺のうえ、当該金額 10,494 千円を流動

負債の「その他」に含めて表示しており

ます。 

※３．消費税等の取扱い 

 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺のうえ、当該金額 7,509 千円を流動負

債の「その他」に含めて表示しておりま

す。 

※３．   --------------- 

 

（四半期損益計算書関係） 

前第 1四半期会計期間 

 (自 平成 18 年４月 １日 

   至 平成 18 年６月 30 日) 

当第 1四半期会計期間 

 (自 平成 19 年４月 １日 

   至 平成 19 年６月 30 日) 

前事業年度 

(自 平成 18 年４月 １日 

  至 平成 19 年３月 31 日) 

※１．営業外収益の主なもの 

受取利息及び受取配当金  90千円 

破損商品等弁償金     61千円 

※１．営業外収益の主なもの 

受取利息及び受取配当金  81千円

破損商品等弁償金     193千円

※１．営業外収益の主なもの 

受取利息及び受取配当金 324千円 

破損商品等弁償金     452千円 

償却債権取立益     595千円 

講演料収入       460千円 

※２．営業外費用の主なもの 

支払利息             1,255千円 

社債利息            1,466千円 

社債発行費償却         743千円 

新株発行費          28千円 

 

※２．営業外費用の主なもの 

支払利息             1,032千円 

社債利息            1,148千円 

社債発行費償却         743千円 

株式交付費         568千円 

 

※２．営業外費用の主なもの 

支払利息             4,688千円 

社債利息            5,511千円 

社債発行費償却       2,975千円 

株式交付費         580千円 

自己株式取得費用   2,098千円 

※３.       --------------- 

 

※３.       --------------- 

 

※３. 特別利益の主なもの 

保険差益      10,609千円 

※４. 特別損失の主なもの 

過年度消費税等    1,839千円 

※４. 特別損失の主なもの 

固定資産除却損       1,525千円 

  

※４. 特別損失の主なもの 

固定資産除却損      24,213千円 

過年度消費税等    1,839千円 

※５．減価償却実施額 

有形固定資産        24,397千円 

無形固定資産        14,505千円 

※５．減価償却実施額 

有形固定資産        27,176千円 

無形固定資産        22,308千円 

※５．減価償却実施額 

有形固定資産        117,963千円

無形固定資産         67,981千円
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（四半期株主資本等変動計算書関係） 

前第 1四半期会計期間（自 平成 18 年４月 1日 至 平成 18 年６月 30 日） 

１.発行済株式の種類及び総数並びに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） 

当第１四半期会計期間

増加株式数（株） 

当第１四半期会計期間 

減少株式数（株） 

当第１四半期会計期間

末株式数（株） 

発行済株式     

普通株式（注） 29,208 ５           － 29,213

   合計 29,208 ５           － 29,213

（注）普通株式の発行済株式数の増加５株は、新株予約権の権利行使によるものであります。 

 

２.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約

権の目的

となる株

式の種類

新株予約権の目的となる株式の数 （株） 当第１四半

期会計期間

末残高     

（千円） 

前事業年度末
当第１四半期

会計期間増加

当第１四半期

会計期間減少 

当第１四半期

会計期間末 

提出会社 新株引受権付社債 普通株式 500       －          － 500 250

 合計 －   －       －          － － 250

  

３.配当に関する事項 

   該当事項はありません。 

 

当第 1四半期会計期間（自 平成 19 年４月 1日 至 平成 19 年６月 30 日） 

１.発行済株式の種類及び総数並びに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） 

当第１四半期会計期間

増加株式数（株） 

当第１四半期会計期間 

減少株式数（株） 

当第１四半期会計期間

末株式数（株） 

発行済株式     

普通株式（注） 30,104 18           － 30,122

   合計 30,104 18           － 30,122

自己株式                

普通株式           459     －           － 459

合計           459     －           － 459

（注）普通株式の発行済株式数の増加 18 株は、新株予約権の権利行使によるものであります。 

 

２.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約

権の目的

となる株

式の種類

新株予約権の目的となる株式の数 （株） 当第１四半

期会計期間

末残高     

（千円） 

前事業年度末
当第１四半期

会計期間増加

当第１四半期

会計期間減少 

当第１四半期

会計期間末 

提出会社 

新株引受権付社債 普通株式 500       －          － 500 250

第 7 回新株予約権（注） －   － － － － 1,725

第８回新株予約権（注） －       －           －          － － 21

第９回新株予約権（注） － － － － － 22

 合計 － － － － － 2,019

 （注）当該新株予約権は権利行使期間の初日が到来しておりません。 

 

３.配当に関する事項 

   該当事項はありません。 
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前事業年度（自 平成 18 年４月 1日 至 平成 19 年３月 31 日） 

１.発行済株式の種類及び総数並びに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） 

当事業年度 

増加株式数（株） 

当事業年度 

減少株式数（株） 

当事業年度末株式数

（株） 

発行済株式     

普通株式（注）１ 29,208 896           － 30,104

   合計 29,208 896           － 30,104

自己株式                

普通株式（注）２     －     459           － 459

合計     －     459           － 459

（注）１．普通株式の発行済株式数の増加 896 株は、第三者割当増資による増加 800 株、新株予約権の権利行使による増加 96 株であ

ります。 

２．普通株式の自己株式の株式数の増加 459 株は、取締役会決議による自己株式の取得によるものであります。 

 

２.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約

権の目的

となる株

式の種類

新株予約権の目的となる株式の数 （株） 当事業年度

末 残 高  

（千円） 前事業年度末
当事業年度 

増加 

当事業年度 

減少 
当事業年度末 

提出会社 
新株引受権付社債 普通株式 500       －          － 500 250

第 7 回新株予約権（注） －   － － － － 884

 合計 － － － － － 1,134

（注）当該新株予約権は権利行使期間の初日が到来しておりません。 

 

３.配当に関する事項 

   該当事項はありません。 

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 

前第 1四半期会計期間 

 (自 平成 18 年４月 １日 

 至 平成 18 年６月 30 日) 

当第 1四半期会計期間 

(自 平成 19 年４月 １日 

 至 平成 19 年６月 30 日) 

前事業年度 

(自 平成 18 年４月 １日 

  至 平成 19 年３月 31 日) 

※ 現金及び現金同等物の第 1 四半期末残高

と第 1 四半期貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係 

            （平成 18 年 6 月 30 日現在） 

現金及び預金勘定       1,548,882 千円 

現金及び現金同等物     1,548,882 千円 

※ 現金及び現金同等物の第 1 四半期末残高

と第 1 四半期貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係 

            （平成 19 年 6 月 30 日現在）

現金及び預金勘定       1,155,635 千円 

現金及び現金同等物     1,155,635 千円 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係 

 

（平成 19 年３月 31 日現在）

現金及び預金勘定       1,230,151 千円 

現金及び現金同等物     1,230,151 千円 
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（リース取引関係） 

前第 1四半期会計期間 

(自 平成 18 年４月 １日 

  至 平成 18 年６月 30 日) 

当第 1四半期会計期間 

(自 平成 19 年４月 １日 

  至 平成 19 年６月 30 日) 

前事業年度 

(自 平成 18 年４月 １日 

  至 平成 19 年３月 31 日) 

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 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額および第 1四半期末残

高相当額 

  

取得価額

相当額 

(千円) 

減価償却

累計額相

当額 

(千円) 

第1四半期

末残高相

当額 

(千円) 

工具器具

備品 
54,429 34,994 19,434 

ソフトウ

ェア 
6,245 5,308 936 

合計 60,675 40,303 20,371 

  

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 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額および第1四半期期末

残高相当額 

  

取得価額

相当額

(千円)

減価償却

累計額相

当額 

(千円)

第1四半期

末残高相

当額 

(千円)

工具器具

備品 
46,627 37,603 9,023

 

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 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額および期末残高相当額 

 

  

取得価額

相当額 

(千円) 

減価償却

累計額相

当額 

(千円) 

期末残高

相当額

(千円)

工具器具

備品 
54,429 43,089 11,340

ソフトウ

ェア 
6,245 6,245 －

合計 60,675 49,334 11,340
 

２．未経過リース料第 1四半期末残高相当

額 

１年内 11,997 千円 

１年超  9,797 千円 

合計 21,794 千円 

  

２．未経過リース料第 1四半期末残高相当

額 

１年内  7,028 千円 

１年超  2,768 千円 

合計  9,797 千円 
 

２．未経過リース料期末残高相当額 

 

１年内  8,168 千円 

１年超 4,101 千円 

合計 12,269 千円 
 

３．当第 1四半期の支払リース料、減価償

却費相当額および支払利息相当額 

支払リース料 3,375 千円 

減価償却費相当額 3,010 千円 

支払利息相当額 272 千円 

  

３．当第 1四半期期の支払リース料、減価

償却費相当額および支払利息相当額 

支払リース料 2,678 千円

減価償却費相当額 2,316 千円

支払利息相当額 130 千円
 

３．当期の支払リース料、減価償却費相当額

および支払利息相当額 

支払リース料 13,503 千円

減価償却費相当額 12,041 千円

支払利息相当額 875 千円
 

４．減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。 

  

４．減価償却費相当額の算定方法 

同   左 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同   左 

５．利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額

相当額との差額を利息相当額とし、各

期への配分方法については、利息法に

よっております。  

５．利息相当額の算定方法 

同   左 

５．利息相当額の算定方法 

同   左 
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（有価証券関係） 

 

前第 1四半期会計期間末（平成 18 年６月 30 日現在） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの （単位：千円）

 

前第１四半期会計期間末（平成18年６月30日現在） 

取 得 原 価 
貸 借 対 照 表 

計 上 額 
差 額 

株式 6,252 6,735 482 

合計 6,252 6,735 482 

 

当第 1四半期会計期間末（平成 19 年 6月 30 日現在） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの （単位：千円）

 

当第１四半期会計期間末（平成19年6月30日現在） 

取 得 原 価 
貸 借 対 照 表 

計 上 額 
差 額 

株式 6,252 7,335 1,082 

合計 6,252 7,335 1,082 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 （単位：千円）

当第１四半期会計期間末（平成19年6月30日現在） 

 貸 借 対 照 表 計 上 額 

(1) 関連会社株式 

非上場株式 
 45,641 

 

前事業年度末（平成19年３月31日現在） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの （単位：千円）

 

前事業年度末（平成19年３月31日現在） 

取 得 原 価 
貸 借 対 照 表 

計 上 額 
差 額 

株式 6,252 6,480 227 

合計 6,252 6,480 227 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 （単位：千円）

前事業年度末（平成19年３月31日現在） 

 貸 借 対 照 表 計 上 額 

(1) 関連会社株式 

非上場株式 
 45,641 

 

（デリバティブ取引関係） 

 

前第 1四半期会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年 6 月 30 日） 

      当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

 

当第 1四半期会計期間（自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 年 6 月 30 日） 

      当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

 

前事業年度（自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日） 

      当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 
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（持分法損益等） 

前第 1四半期会計期間 

 (自 平成 18 年４月 １日 

   至 平成 18 年６月 30 日) 

当第 1四半期会計期間 

 (自 平成 19 年４月 １日 

   至 平成 19 年６月 30 日) 

前事業年度 

(自 平成 18 年４月 １日 

  至 平成 19 年３月 31 日) 

 当社は、関連会社がありませんので、該当

事項はありません。 

関連会社に対する投資の金額 45,641 千円

持分法を適用した場合の投資の

金額 
43,359 千円

持分法を適用した場合の投資利

益の金額 
△2,282 千円

関連会社に対する投資の金額 45,641 千円

持分法を適用した場合の投資の

金額 
45,641 千円

持分法を適用した場合の投資利

益の金額 
－千円

 

（１株当たり情報） 

前第 1四半期会計期間 

(自 平成 18 年４月 １日 

  至 平成 18 年６月 30 日) 

当第 1四半期会計期間 

(自 平成 19 年４月 １日 

  至 平成 19 年６月 30 日) 

前事業年度 

(自 平成 18 年４月 １日 

  至 平成 19 年３月 31 日) 

１株当たり純資産額        65,417円62銭 

１株当たり第1四半期純利益   168円79銭 

１株当たり純資産額        66,223円67銭 

１株当たり第1四半期純利益   420円28銭 

１株当たり純資産額    65,790円76銭 

１株当たり当期純利益       433円60銭 

潜在株式調整後 

１株当たり第1四半期純利益   162円72銭 

潜在株式調整後 

１株当たり第1四半期純利益   409円60銭 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益      419円34銭 

 

 （注）１株当たり第 1 四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり第 1 四半期（当期）純利益金額の

算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 前第 1四半期会計期間

(自 平成 18 年４月１日

至 平成 18 年６月 30 日)

当第 1四半期会計期間 

(自 平成 19 年４月１日 

至 平成 19年６月 30日)

前事業年度 

(自 平成 18 年４月 １日

至 平成 19 年３月 31 日)

１株当たり第１四半期（当期）純利益金額  

第１四半期（当期）純利益 （千円） 4,930 12,463 12,613 

普通株主に帰属しない金額 （千円）                － －            － 

普通株式に係る第１四半期（当期）純利益（千円） 4,930 12,463 12,613 

期中平均株式数 （株） 29,208.22 29,655.70 29,089.71 

    

潜在株式調整後１株当たり第１四半期（当期）純利益金額    

第１四半期（当期）純利益調整額 （千円）                －             －               － 

普通株式増加数 (株) 1,089.16 773.31  989.69 

（うち新株引受権及び新株予約権）   （1,089.16）       （773.31) （989.69）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後 1 株当たり

第１半期（当期）純利益の算定に含めなかった潜在株式

の概要 

新株予約権２種類 

(新株予約権の数 484個)

新株予約権５種類 

(新株予約権の数 718 個)

新株予約権３種類 

(新株予約権の数 564個)

 

（ストックオプション等関係） 

 

前第 1四半期会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年 6 月 30 日） 

 前第 1四半期会計期間に付与したストック・オプションがないため、該当事項はありません。 
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当第 1四半期会計期間（自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 年 6 月 30 日） 

１．当第１四半期会計期間における費用計上額及び科目名 

     販売費及び一般管理費    885 千円 

２．当第１四半期会計期間に付与したストック・オプションの内容 

 第８回新株予約権 

付与対象者の区分及び人数 当社従業員 12 名 

株式の種類別のストック・オプションの付与数 普通株式 75 株 

付与日 平成 19 年６月 26 日 

権利確定条件 権利確定日（平成 21 年７月 1 日）において、当社、

当社子会社または当社関係会社の取締役、監査役もし

くは従業員の地位にあること。 

対象勤務期間 自 平成 19 年６月 26 日 

至 平成 21 年７月１日 

権利行使期間 
自 平成 21 年７月１日 

至 平成 28 年 12 月 31 日 

権利行使価格（円） 124,150 

付与日における公正な評価単価（円） 70,615～76,441 

 

 第９回新株予約権 

付与対象者の区分及び人数 当社取締役 ８名、監査役 ３名 

株式の種類別のストック・オプションの付与数 普通株式 79 株 

付与日 平成 19 年６月 26 日 

権利確定条件 権利確定日（平成 21 年７月 1 日）において、当社の

取締役および監査役の地位にあること。 

対象勤務期間 自 平成 19 年６月 26 日 

至 平成 21 年７月１日 

権利行使期間 
自 平成 21 年７月１日 

至 平成 28 年 12 月 31 日 

権利行使価格（円） 124,150 

付与日における公正な評価単価（円） 70,615～76,441 

 

前事業年度（自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日） 

１．当事業年度における費用計上額及び科目名 

     販売費及び一般管理費    884 千円 

２．当事業年度に付与したストック・オプションの内容 

 第７回新株予約権 

付与対象者の区分及び人数 当社従業員 27 名 

株式の種類別のストック・オプションの付与数 普通株式 121 株 

付与日 平成 18 年 12 月 22 日 

権利確定条件 権利確定日（平成 21 年１月 1 日）において当社の従

業員の地位にあること。 

対象勤務期間 自 平成 18 年 12 月 22 日 

至 平成 21 年１月１日 

権利行使期間 
自 平成 21 年１月１日 

至 平成 27 年 12 月 31 日 

権利行使価格（円） 162,698 

付与日における公正な評価単価（円） 76,522～85,224 
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（重要な後発事象） 

前第 1四半期会計期間 

(自 平成 18 年４月 １日 

  至 平成 18 年６月 30 日) 

当第 1四半期会計期間 

(自 平成 19 年４月 １日 

  至 平成 19 年６月 30 日) 

前事業年度 

(自 平成 18 年４月 １日 

  至 平成 19 年３月 31 日) 

--------------- 

 

--------------- 

 

--------------- 

 

 

 
 

(6) 事業部門別売上高 
 

（単位：百万円） 

事業部門別 

前第 1四半期会計期間 

 (自 平成 18 年４月 １日

  至 平成 18 年６月 30 日)

当第 1四半期会計期間 

 (自 平成 19 年４月 １日 

  至 平成 19 年６月 30 日) 

前事業年度 

(自 平成 18 年４月 １日

  至 平成 19 年３月 31 日)

  リテイル事業 1,508 1,629 6,193 

    Ｅリテイル事業 1,498 1,621 6,148 

    その他リテイル 9 8 44 

  その他の事業 31 167 372 

合計 1,539 1,797 6,565 

 


