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 (百万円未満切捨)
１．平成 20 年３月期第３四半期の連結業績（平成 19 年４月 1日～平成 19 年 12 月 31 日） 
(1) 連結経営成績                                       （％表示は対前年同四半期増減率） 

 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      
四半期（当期） 
純 利 益       

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

20年3月期第3四半期 7,068(△ 5.9) 39(△68.4) 0(△99.6) △319(  ―  )

19年3月期第3四半期 7,512(△18.8) 126(△72.4) 148(△66.7) 75(△71.5)

19 年 3 月期 12,994   727  703   344  

 

 
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 

 円    銭 円    銭

20年3月期第3四半期 △40  91 ―  ― 

19年3月期第3四半期 9  54 9  53 

19 年 3 月期 43  83 ―  ― 

 
(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

20年3月期第3四半期 18,326 7,698 42.0 989  75 

19年3月期第3四半期 15,732 7,881 50.1 1,001    60 

19 年 3 月期 15,254 8,152 53.4 1,037  50 

 

(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

20年3月期第3四半期 △3,895 △509 3,787 625 

19年3月期第3四半期 △2,914 293 2,007 1,038 

19 年 3 月期 △797 203 183 1,242 
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２．平成 20 年３月期の連結業績予想（平成 19 年４月１日 ～ 平成 20 年３月 31 日）  
（％表示は対前期増減率） 

 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 
 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 円     銭

通     期 14,000(7.7) 740(1.7) 720(2.4) 60(△82.6)    7   64 

（注）平成 20 年３月期の連結業績予想につきましては、平成 19 年５月 15 日に発表いたしました業績予
想を変更しておりません。 

 
３．その他 
(１) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）   ： 無 
(２) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無                ： 有 
(３) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無              ： 有 
 (注) 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 
 
 
※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
業績予想につきましては、現在入手可能な情報により当社が合理的に判断した予想であり、実際の業績
は様々な要素により変動いたしますのでご承知おき下さい。  
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【定性的情報・財務諸表等】 
 
１．連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期におけるわが国経済は、堅調な企業業績を背景とし緩やかな成長を維持してまいり
ましたが、原油などの原材料の高騰、米国に端を発するサブプライムローン問題などにより、景気
の先行き減速懸念が出てまいりました。 

当社グループの不動産事業分野におきましては、不動産物件融資に対する金融引き締めや改正さ
れた建築基準法の施行による開発計画の遅延が見られ、特に住宅建設分野を中心に厳しい状況で推
移いたしました。また、公共事業減少傾向に歯止めはかからず環境事業分野におきましても厳しい
状況が継続いたしました。 
このような状況のもと当社グループでは、企業誘致・店舗誘致などのほか安定的な収益確保のた

めに不動産賃貸事業を積極的に推進してまいりました。また、環境事業分野におきましても好調な
民間設備造成工事等への営業強化や固定費の削減などによりコストダウンを実現いたしました。 

この結果、当第３四半期は、売上高７０億６８百万円(前年同期比５.９%減)、営業利益３９百万
円(前年同期比６８.４%減)、経常利益０百万円(前年同期比９９.６%減)、四半期純損失３億１９百
万円となりました。 

 
２．連結財政状態に関する定性的情報 
(１) 財政状態の変動状況 

当第３四半期の総資産は、前連結会計年度末より３０億７２百万円増加し、１８３億２６百万円
となりました。主な要因は、たな卸資産、立替金及び有形固定資産が合計で４０億９１百万円増加
し、現金及び預金が６億１６百万円、投資その他の資産が５億３７百万円減少したこと等によるも
のであります。 
負債につきましては、前連結会計年度末より３５億２６百万円増加し、１０６億２８百万円とな

りました。主な要因は、支払手形及び買掛金が４億４３百万円減少しましたが、短期・長期借入金
が３８億９９百万円増加したこと等によるものであります。 
また、純資産合計は、前連結会計年度末より４億５４百万円減少し、７６億９８百万円となりま

した。主な要因は、四半期純損失の発生などにより利益剰余金が４億１百万円減少したことによる
ものであります。この結果、自己資本比率は４２．０％となりました。 

(２) キャッシュ・フローの状況 
当第３四半期における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会

計年度末より６億１６百万円減少し、第３四半期末には、６億２５百万円となりました。 
営業活動による資金は、減価償却費が１億５４百万円、役員退職慰労引当金が３億２２百万円に

より増加しましたが、税金等調整前四半期純損失を３億６百万円計上し、たな卸資産及び立替金が
３２億７７百万円増加、仕入債務が４億４３百万円減少したため、△３８億９５百万円となりまし
た。                                                  

投資活動による資金は、投資有価証券の売却により３億１３百万円増加しましたが、固定資産が
７億９６百万円増加したため、△５億９百万円となりました。 
財務活動による資金は、短期・長期借入金の増加等により３７億８７百万円となりました。 
 

３．連結業績予想に関する定性的情報 
当第３四半期における業績は、概ね計画通り推移しておりますので、平成２０年３月期通期につ

きましても前回決算発表時(平成１９年５月１５日)の業績予想に変更はありません。 
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４．その他 
(１) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

     該当事項はありません。 
 

(２) 会計処理の変更における簡便な方法の採用 
     ①引当金の計上基準につきましては、一部簡便的な方法を採用しております。 
   ②法人税等の計上基準につきましては、実効税率をベースとした年間予測税率により計算してお

ります。 
  
(３) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更 

①当連結会計年度より有形固定資産のうち賃貸用固定資産について損益状況をより明確に表示
するため、減価償却の方法を定率法より定額法に変更しております。なお、この変更に伴い営
業利益、経常利益は２６百万円増加しており、また、税金等調整前四半期純損失は２６百万円
減少しております。 

②当連結会計年度より法人税法の改正に伴い、平成１９年４月１日以降に取得した有形固定資産
について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。なお、この変更に
伴い営業利益、経常利益は１９百万円減少しており、また、税金等調整前四半期純損失は１９
百万円増加しております。 
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５．四半期連結財務諸表 

（１）（要約）四半期連結貸借対照表 

                      （単位：千円、％） 

前第 3 四半期 
(平成18年 12月 31日現在)

当第 3 四半期 
(平成 19年 12 月 31 日現在)

増  減 
前連結会計年度

(平成19年３月31日現在）科  目 

金  額 金  額 金  額 増減率 金  額 

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

1. 現金及び預金 1,338,749 925,499 △413,249 △30.9 1,542,314 

2. 受取手形及び売掛金 1,188,914 1,258,169 69,254 5.8 1,330,533 

3. たな卸資産 7,126,748 9,152,225 2,025,477 28.4 6,347,478 

4. 立替金 ― 1,219,963 1,219,963 ― 815,468 

5. その他 971,309 337,104 △634,205 △65.3 209,632 

貸倒引当金 △8,043 △3,586 4,456 △55.4 △5,012 

流動資産合計 10,617,678 12,889,376 2,271,697 21.4 10,240,413 

   

Ⅱ 固定資産   

1. 有形固定資産   

(1) 建物及び構築物 1,018,010 1,601,664 583,654 57.3 968,440 

(2) 機械装置及び 
運搬具 

342,052 224,093 △117,958 △34.5 262,670 

(3) 土地 2,163,528 2,331,884 168,356 7.8 2,163,528 

(4) その他 152,862 316,583 163,721 107.1 196,910 

有形固定資産合計 3,676,453 4,474,226 797,772 21.7 3,591,549 

2. 無形固定資産 28,059 50,589 22,529 80.3 27,362 

3. 投資その他の資産   

投資その他の資産 1,454,664 956,531 △498,133 △34.2 1,494,505 

貸倒引当金 △43,931 △43,893 37 △0.1 △99,501 

投資その他の 
資産合計 

1,410,733 912,637 △498,095 △35.3 1,395,003 

固定資産合計 5,115,246 5,437,453 322,206 6.3 5,013,915 

資産合計 15,732,925 18,326,829 2,593,904 16.5 15,254,328 
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（単位：千円、％） 

前第 3 四半期 
(平成18年 12月 31日現在)

当第 3 四半期 
(平成19年12月31日現在)

増  減 
前連結会計年度

(平成19年３月31日現在）科  目 

金  額 金  額 金  額 増減率 金  額 

(負債の部)  

Ⅰ 流動負債  

1. 支払手形及び買掛金 474,008 787,488 313,479 66.1 1,230,801

2. 短期借入金 5,091,720 7,254,129 2,162,409 42.5 3,591,478

3. 賞与引当金 22,808 23,107 299 1.3 48,661

4. その他 339,317 393,706 54,389 16.0 721,206

流動負債合計 5,927,854 8,458,431 2,530,576 42.7 5,592,146

    

Ⅱ 固定負債    

1. 長期借入金 1,454,946 1,372,788 △82,157 △5.6 1,136,090

2. 退職給付引当金 262,695 263,097 402 0.2 252,222

3. 役員退職慰労引当金 ― 322,690 322,690 ― ―

4. その他 205,895 211,678 5,783 2.8 121,437

固定負債合計 1,923,536 2,170,255 246,718 12.8 1,509,750

負債合計 7,851,391 10,628,686 2,777,294 35.4 7,101,897

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

1. 資本金 1,652,065  1,652,065 ― ― 1,652,065 

2. 資本剰余金 1,854,455 1,854,455 ― ― 1,854,455 

3. 利益剰余金 4,402,758 4,270,607 △132,150 △3.0 4,672,547 

4. 自己株式 △69,724 △103,548 △33,823 48.5 △74,257 

     株主資本合計 7,839,554 7,673,579 △165,974 △2.1 8,104,809 

Ⅱ 評価・換算差額等     

   評価・換算差額等合計 41,979 24,563 △17,415 △41.5 47,621 

    純資産合計 7,881,533 7,698,143 △183,390 △2.3 8,152,431 

負債及び純資産合計 15,732,925 18,326,829 2,593,904 16.5 15,254,328 
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（２）（要約）四半期連結損益計算書 

（単位：千円、％） 

前第 3 四半期
(自 平成 18 年４月 １日 

至 平成 18 年 12 月 31 日）

当第 3 四半期
(自 平成 19 年４月 １日 

至 平成 19 年 12 月 31 日）

増  減 
前連結会計年度

( 自 平成 18 年４月 １日

至 平成 19 年３月 31 日）
科  目 

金  額 金  額 金  額 増減率 金  額 

Ⅰ 売上高 7,512,757 7,068,967 △443,789 △5.9 12,994,028 

Ⅱ 売上原価 6,258,071 5,878,470 △379,600 △6.1 10,754,894 

売上総利益 1,254,685 1,190,497 △64,188 △5.1 2,239,133 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,128,679 1,150,686 22,007 1.9 1,511,357 

営業利益又は 

営業損失（△） 
126,006 39,810 △86,196 △68.4 727,776 

Ⅳ 営業外収益      

１. 受取利息 623 991 368 59.2 1,114 

２. 仕入割引 12,881 13,852 970 7.5 18,409 

３. 賃貸収入 19,561 4,870 △14,691 △75.1 24,215 

４. その他 55,603 88,334 32,731 58.9 67,190 

営業外収益計 88,669 108,048 19,378 21.9 110,929 

Ⅴ 営業外費用      

１. 支払利息 41,031 76,769 35,737 87.1 64,445 

２. 持分法による投資損失 350 5,776 5,426 1,547.9 226 

３. 賃貸費用 8,527 3,280 △5,247 △61.5 11,671 

４. その他 15,831 61,494 45,662 288.4 59,245 

営業外費用計 65,741 147,320 81,579 124.1 135,589 

経常利益又は 

経常損失（△） 
148,935 538 △148,396 △99.6 703,117 

Ⅵ  特別利益      

１. 貸倒引当金戻入 9,150 5,776 △3,374 △36.9 ― 

２. その他 550 ― △550 ― 1,696 

 特別利益計 9,701 5,776 △3,924 △40.5 1,696 

Ⅶ 特別損失      

１. 役員退職慰労引当金 
繰入額 

― 312,690 312,690 ― ― 

２. その他 23,362 605 △22,757 △97.4 98,528 

特別損失計 23,362 313,295 289,932 1,241.0 98,528 

税金等調整前四半期 
（当期）純利益又は 

純損失（△） 

135,273 △306,980 △442,253 ― 606,285 

税金費用 60,234 12,452 △47,781 △79.3 261,456 

四半期（当期）純利益 

又は純損失（△） 
75,039 △319,432 △394,472 ― 344,828 
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（３）（要約）四半期連結株主資本等変動計算書 

前第３四半期（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年 12 月 31 日）       

（単位：千円）  

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18年３月31日残高 1,652,065 1,854,455 4,410,346 △69,490 7,847,376

四半期連結会計期間中の 

変動額 

 

剰余金の配当 △82,627  △82,627

四半期純利益 75,039  75,039

自己株式の取得 △234 △234

株主資本以外の項目の四半

期連結会計期間中の変動額 

(純額) 

 ―

四半期連結会計期間中の 

変動額合計 
― ― △7,588 △234 △7,822

平成18年12月31日残高 1,652,065 1,854,455 4,402,758 △69,724 7,839,554

 

 

評価・換算差額等  

その他有価証券 

評価差額金 
繰延ヘッジ損益

評価・換算差額等

合計 

純資産合計 

平成18年３月31日残高 71,631 ― 71,631 7,919,008

四半期連結会計期間中の 

変動額 
 

 剰余金の配当 ― △82,627

 四半期純利益 ― 75,039

 自己株式の取得 ― △234

株主資本以外の項目の四半

期連結会計期間中の変動額 

(純額) 

△29,553 △98 △29,652 △29,652

四半期連結会計期間中の 

変動額合計 
△29,553 △98 △29,652 △37,474

平成18年12月31日残高 42,078 △98 41,979 7,881,533
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ヨシコン㈱（5280）平成２０年３月期 第３四半期財務・業績の概況 
 

 

当第３四半期（自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 年 12 月 31 日）       

（単位：千円）  

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19年３月31日残高 1,652,065 1,854,455 4,672,547 △74,257 8,104,809

四半期連結会計期間中の 

変動額 

 

剰余金の配当 △82,506  △82,506

四半期純利益 △319,432  △319,432

自己株式の取得 △29,290 △29,290

株主資本以外の項目の四半

期連結会計期間中の変動額 

(純額) 

 ―

四半期連結会計期間中の 

変動額合計 
△401,939 △29,290 △431,230

平成19年12月31日残高 1,652,065 1,854,455 4,270,607 △103,548 7,673,579

 

 

評価・換算差額等  

その他有価証券 

評価差額金 
繰延ヘッジ損益

評価・換算差額等

合計 

純資産合計 

平成19年３月31日残高 47,455 166 47,621 8,152,431

四半期連結会計期間中の 

変動額 

 

 剰余金の配当 ― △82,506

 四半期純利益 ― △319,432

 自己株式の取得 ― △29,290

株主資本以外の項目の四半

期連結会計期間中の変動額 

(純額) 

△22,994 △63 △23,057 △23,057

四半期連結会計期間中の 

変動額合計 
△22,994 △63 △23,057 △454,288

平成19年12月31日残高 24,461 102 24,563 7,698,143
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（参考）前連結会計年度（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  

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18年３月31日残高 1,652,065 1,854,455 4,410,346 △69,490 7,847,376

連結会計年度中の変動額  

剰余金の配当 △82,627  △82,627

当期純利益 344,828  344,828

自己株式の取得 △4,767 △4,767

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 ― ― 262,200 △4,767 257,432

平成19年３月31日残高 1,652,065 1,854,455 4,672,547 △74,257 8,104,809

 

 

評価・換算差額等  

その他有価証券 

評価差額金 
繰延ヘッジ損益 

評価・換算差額等

合計 

純資産合計 

平成18年３月31日残高 71,631 ― 71,631 7,919,008

連結会計年度中の変動額  

 剰余金の配当    ― △82,627

 当期純利益 ― 344,828

 自己株式の取得 ― △4,767

 株主資本以外の項目の連結 

 会計年度中の変動額 (純額) 
△24,176 166 △24,009 △24,009

連結会計年度中の変動額合計 △24,176 166 △24,009 233,422

平成19年３月31日残高 47,455 166 47,621 8,152,431
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ヨシコン㈱（5280）平成２０年３月期 第３四半期財務・業績の概況 
 

 

（４）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）  

 
前第 3 四半期 
(自 平成 18 年４月 １日 

 至 平成 18 年 12 月 31 日）

当第 3 四半期 
(自 平成 19 年４月 １日  

    至 平成 19 年 12 月 31 日） 

前連結会計年度 

(自 平成 18 年４月 １日

   至 平成 19 年３月 31 日）

区分 金額 金額 金額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

1. 税金等調整前四半期(当期)純損益 135,273 △306,980 606,285 

2. 減価償却費 162,454 154,917 236,816 

3. 貸倒引当金の増減額(減少：△) △15,482 △57,034 37,057 

4. 賞与引当金の増減額(減少：△) △31,872 △25,554 △6,019 

5. 退職給付引当金の増減額(減少：△) 12,754 10,875 2,281 

6． 家賃保証引当金の増減額(減少：△) △3,078 ― △4,590 

7. 役員退職慰労引当金の増減額(減少：△) ― 322,690 ― 

8. 受取利息及び受取配当金 △6,131 △7,325 △6,099 

9. 支払利息 41,031 76,769 64,445 

10.  持分法による投資損益(利益：△) 350 5,776 226 

11.  投資有価証券売却益 ― △43,582 △2,749 

12. 売上債権の増減額(増加：△) 80,635 77,758 △71,106 

13. たな卸資産の増減額(増加：△) △1,499,387 △2,873,321 △714,594 

14. 立替金の増減額(増加：△) △790,893 △404,495 △789,231 

15. 仕入債務の増減額(減少：△) △730,336 △443,312 26,456 

16. 前受金の増減額(減少：△) 86,406 19,115 △21,904 

17. 未払金の増減額(減少：△) △57,869 △74,304 14,631 

18. その他 44,136 33,881 192,687 

小計 △2,572,006 △3,534,126 △435,405 

19. 利息及び配当金の受取額 6,133 7,470 5,948 

20. 利息の支払額 △46,183 △84,108 △65,920 

21. 法人税等の支払額 △302,600 △284,274 △301,978 

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,914,657 △3,895,039 △797,357 
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ヨシコン㈱（5280）平成２０年３月期 第３四半期財務・業績の概況 
 

 

（単位：千円）  

 
前第 3 四半期 

(自 平成 18 年４月 １日 

   至 平成 18 年 12 月 31 日）

当第 3 四半期 
(自 平成 19 年４月 １日  

    至 平成 19 年 12 月 31 日） 

前連結会計年度 

(自 平成 18 年４月 １日 

   至 平成 19 年３月 31 日）

区分 金額 金額 金額 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

1. 定期預金の払戻による収入 400,000 ― 400,000 

2. 固定資産の取得による支出 △72,133 △796,207 △135,569 

3. 固定資産の売却による収入 13,897 26,472 15,075 

4. 投資有価証券の取得による支出 △30,461 △101,700 △30,461 

5． 投資有価証券の売却による収入 ― 313,425 27,109 

6. 貸付けによる支出 △1,000 △10,000 △1,000 

7. 貸付金の回収による収入 873 2,749 2,238 

8． その他 △17,922 56,005 △74,213 

投資活動によるキャッシュ・フロー 293,253 △509,254 203,178 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

1. 短期借入金の純増減額 2,095,000 3,657,000 295,000 

2. 長期借入れによる収入 480,000 1,200,000 480,000 

3. 長期借入金の返済による支出 △485,018 △957,651 △504,115 

4. 自己株式の取得による支出 △234 △29,290 △4,767 

5. 配当金の支払額 △82,646 △82,577 △82,676 

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,007,100 3,787,480 183,440 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 ― ― ― 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(減少：△) △614,303 △616,814 △410,738 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,653,052 1,242,314 1,653,052 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 1,038,749 625,499 1,242,314 
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ヨシコン㈱（5280）平成２０年３月期 第３四半期財務・業績の概況 
 

 

（５） セグメント情報 
【事業の種類別セグメント情報】 

 
 

前第３四半期(自平成 18 年４月１日 至平成 18 年 12 月 31 日)         （単位：千円） 

 不動産事業 
環境事業(コ
ンクリート)

その他の事業 計 
消去又は 
全社 

連結 

 売上高及び営業損益   

(1) 外部顧客に 

対する売上高 
3,947,189 3,560,207 5,359 7,512,757 ― 7,512,757

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
21,751 ― 59,503 81,255 (81,255) ―

計 3,968,941 3,560,207 64,863 7,594,012 (81,255) 7,512,757

営業費用 3,463,199 3,730,288 57,492 7,250,980 135,769 7,386,750

営業利益又は 

営業損失(△) 
505,741 △ 170,080 7,371 343,031 (217,024) 126,006

 

 

当第３四半期(自平成 19 年４月１日 至平成 19 年 12 月 31 日)         （単位：千円） 

 不動産事業 
環境事業(コ
ンクリート)

その他の事業 計 
消去又は 
全社 

連結 

 売上高及び営業損益   

(1) 外部顧客に 

対する売上高 
3,102,826 3,960,958 5,182 7,068,967 ― 7,068,967

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
17,100 ― 53,666 70,766 (70,766) ―

計 3,119,926 3,960,958 58,849 7,139,734 (70,766) 7,068,967

営業費用 2,785,674 4,003,788 49,837 6,839,300 189,856 7,029,157

営業利益又は 

営業損失(△) 
334,252 △42,830 9,012 300,433  (260,623) 39,810

 

 

 （参考） 前連結会計年度(自平成 18 年４月１日 至平成 19 年３月 31 日)         （単位：千円） 

 不動産事業 
環境事業(コ
ンクリート)

その他の事業 計 
消去又は 
全社 

連結 

 売上高及び営業損益   

(1) 外部顧客に 

対する売上高 
7,818,945 5,168,678 6,404 12,994,028 ― 12,994,028

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
29,415 ― 65,705 95,120 (95,120) ―

計 7,848,360 5,168,678 72,110 13,089,149 (95,120) 12,994,028

営業費用 6,680,029 5,323,604 62,805 12,066,439 199,812 12,266,252

営業利益又は 

営業損失(△) 
1,168,330 △154,926 9,304 1,022,709 (294,933) 727,776
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