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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 8,195 ― 898 ― 986 ― 658 ―
20年3月期第1四半期 7,389 17.1 1,067 27.1 1,091 38.9 698 68.6

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益
円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 104.57 ―
20年3月期第1四半期 110.76 ―

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

21年3月期第1四半期 41,252 16,403 39.8 2,603.20
20年3月期 39,611 15,507 39.1 2,460.87

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  16,403百万円 20年3月期  15,507百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 10.00 ― 20.00 30.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 10.00 ― 20.00 30.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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

第2四半期連結累計期間 15,600 ― 1,200 ― 1,100 ― 700 ― 111.08
通期 33,000 7.0 3,100 0.5 2,900 8.1 1,800 2.2 285.64

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）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

詳細は、３ページ「定性的情報・財務諸表等」の「４．その他」をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

詳細は、３ページ「定性的情報・財務諸表等」の「４．その他」をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．上記に記載した予想数値は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき算定しており、今後の経済状況等により、実際の業績は予想数値と異なる結果
となる場合があります。業績予想の前提となる仮定等につきましては、３ページ「定性的情報・財務諸表等」の「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）および「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針
第14号）を適用しています。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しています。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  6,302,200株 20年3月期  6,302,200株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  730株 20年3月期  730株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  6,301,470株 20年3月期第1四半期  6,301,550株

－ 1 －



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１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、原油をはじめとする原料価格が引き続き上昇を続けたこと、

および沈静化の兆しを見せない金融不安から、先行きに対する懸念が増幅する状況にありました。

  このような事業環境のもと、当社グループは、価格の改定や商品戦略の見直し、新規用途開発などに取り組みま

した。

　この結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は8,195,895千円(前年同期比806,476千円増）となりました。営業

利益は、原料価格高騰の影響や電子材料事業において前連結会計年度において完成した設備の償却費およびリース

料負担が増加したため、898,664千円(同168,693千円減）となりました。経常利益は、986,989千円（同104,697千円

減）となり、四半期純利益は658,951千円（同39,058千円減）となりました。

　なお、前第１四半期連結会計期間の業績数値は、四半期会計基準に則したものではないため、連結経営成績に関

する定性的情報における収益および利益の増減は便宜上の比較を行ったものです。

　当社グループ事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりです。

（ライフサイエンス事業）

　ライフサイエンス事業全体の業績は、外部顧客に対する売上高が4,488,675千円（前年同期比402,097千円増）、

営業利益は251,337千円（同47,528千円減）となりました。

　ライフサイエンス事業においては、海外子会社における販売が拡大したため、増収となりました。しかしながら、

世界的な原料価格の高騰に加え、中国における増値税還付率の引き下げ等の影響を受けたため、リンゴ酸、クエン

酸等の主力製品について価格改定に努めましたが、営業利益は減少しました。

（電子材料および機能性化学品事業）

　電子材料および機能性化学品事業全体の業績は、外部顧客に対する売上高が3,675,608千円（前年同期比439,584

千円増）、営業利益は941,771千円（同53,211千円減）となりました。

　電子材料および機能性化学品事業においては、超高純度コロイダルシリカがシリコンウエハー研磨剤原料用途お

よび半導体ＣＭＰ（化学的機械的研磨）スラリー原料用途において販売を引き続き拡大し、増収となりました。し

かしながら、原料価格の高騰に加え、昨年完成した京都第二工場における新規製造設備のリース料および償却負担

が増加したため、営業利益は減少しました。

（その他の事業）

　その他の事業の業績は、外部顧客に対する売上高が31,610千円（前年同期比35,205千円減）、営業損失は1,288千

円（前年同期は3,075千円の営業利益）となりました。

　所在地別セグメントの業績は、次のとおりです。

（日本）

　外部顧客に対する売上高は6,810,020千円（前年同期比593,576千円増）、営業利益は1,147,870千円（同42,250

千円増）となりました。

　ライフサイエンス事業、電子材料および機能性化学品事業ともに、売上が増加しました。利益面では、原料価

格高騰や電子材料事業における償却費およびリース料負担増加等があったものの、増益となりました。

（中国）

  外部顧客に対する売上高は430,363千円（前年同期比89,699千円増）、営業損失は12,995千円（前年同期は

102,812千円の営業利益）となりました。

　売上高は増収となったものの、利益面では、原料価格上昇の影響は大きく、また、増値税還付率の引き下げに

より原価アップとなり、営業損失となりました。

（アメリカ）

　外部顧客に対する売上高は955,511千円（前年同期比123,199千円増）、営業利益は41,268千円（同27,909千円

減）となりました。

　売上高は増収となったものの、利益面では、昨年と比べて円高傾向にある為替相場の影響や、物流経費の増加

等により、減益となりました。



２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ、1,640,321千円増加し、41,252,267千円とな

りました。これは主に、棚卸資産の増加と、設備投資に伴う建設仮勘定の増加によるものです。

　負債については、前連結会計年度末に比べ、743,476千円増加し、24,848,276千円となりました。これは主に、長

期借入金の返済額に比べ、短期借入金の純増額が大きかったためです。

　純資産については、前連結会計年度末に比べ、896,845千円増加し、16,403,990千円となりました。これは主に、

利益剰余金の増加と、前連結会計年度末に比べて為替相場が円安に動いたことによる為替換算調整勘定の増加によ

るものです。

　キャッシュ・フローの状況については、税金等調整前四半期純利益および減価償却費による資金の増加を、売上

債権および棚卸資産の増加、有形固定資産の取得等に充てた結果、現金及び現金同等物の残高が前連結会計年度末

に比べ99,406千円増加し、3,399,918千円となりました。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　当期の経済環境の見通しにつきましては、引き続き原料価格の上昇が続くとともに、個人の消費意欲も減退する

など厳しい情勢が見込まれます。

　当社グループは、このような環境下に対して、新規事業への乗り出しやグループ運営の効率化、全社的なコスト

低減を通じて対処していきます。

　以上を踏まえ、第１四半期連結会計期間の業績は計画通り推移しており、現時点において業績予想の変更はあり

ません。

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）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

  簡便な会計処理

（棚卸資産の評価方法）

　当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出については、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高

を基礎として合理的な方法により算定しています。

　また、棚卸資産の簿価切下げについては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、

簿価切下げを行う方法によっています。

（法人税等ならびに繰延税金資産および繰延税金負債の算定方法）

　法人税等の納付税額の算定については、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法に

よっています。

　繰延税金資産の回収可能性の判断については、前連結会計年度末以降に経営環境等または一時差異等の発生状

況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックスプランニ

ングを利用する方法によっています。

  四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

（税金費用の計算）

　税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整前当期純利益に対する税効

果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算してい

ます。



（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

１.　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）および「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しています。また、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しています。

２.　棚卸資産の評価基準に関する会計基準

  当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５

日）を適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更して

います。

　これに伴う、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微です。

３.　連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い

　当第１四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用しています。

　これに伴う、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。

 ４.　リース取引に関する会計基準

　「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号 平成５年６月17日 最終改正平成19年３月30日）お

よび「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号 平成６年１月18日 最終改正

平成19年３月30日）を当第１四半期連結会計期間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引

について、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し

ています。

　また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間

を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しています。

　なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、賃貸借

取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しています。

　これに伴う、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,399,918 3,300,511

受取手形及び売掛金 8,882,900 8,511,197

商品 2,451,515 2,438,928

製品 3,327,922 2,864,378

原材料 1,001,043 891,114

仕掛品 468,087 446,763

貯蔵品 208,523 173,360

繰延税金資産 385,269 379,287

その他 541,512 573,976

貸倒引当金 △11,532 △10,753

流動資産合計 20,655,160 19,568,766

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,673,137 7,704,095

機械装置及び運搬具（純額） 4,488,214 4,685,755

土地 2,524,068 2,517,141

建設仮勘定 1,096,317 453,023

その他（純額） 681,287 661,452

有形固定資産合計 16,463,024 16,021,468

無形固定資産   

のれん 206,616 210,216

その他 339,037 307,496

無形固定資産合計 545,654 517,712

投資その他の資産   

投資有価証券 764,772 724,595

長期前払費用 1,512,713 1,582,926

繰延税金資産 748,088 657,357

その他 568,059 544,324

貸倒引当金 △5,204 △5,204

投資その他の資産合計 3,588,427 3,503,998

固定資産合計 20,597,107 20,043,179

資産合計 41,252,267 39,611,945



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,928,061 2,606,068

短期借入金 5,803,801 4,598,249

未払金 1,567,614 1,765,789

未払法人税等 496,113 649,316

賞与引当金 172,930 280,125

役員賞与引当金 12,500 50,000

その他 882,154 371,283

流動負債合計 11,863,176 10,320,833

固定負債   

長期借入金 10,954,150 11,765,750

退職給付引当金 886,841 894,627

役員退職慰労引当金 1,132,640 1,111,382

その他 11,468 12,206

固定負債合計 12,985,100 13,783,966

負債合計 24,848,276 24,104,800

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,180,367 1,180,367

資本剰余金 1,667,042 1,667,042

利益剰余金 12,929,899 12,396,978

自己株式 △1,932 △1,932

株主資本合計 15,775,377 15,242,455

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 257,554 231,928

為替換算調整勘定 371,059 32,760

評価・換算差額等合計 628,613 264,689

純資産合計 16,403,990 15,507,145

負債純資産合計 41,252,267 39,611,945



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 8,195,895

売上原価 5,660,000

売上総利益 2,535,894

販売費及び一般管理費 1,637,230

営業利益 898,664

営業外収益  

受取利息 4,075

受取配当金 7,194

為替差益 126,316

持分法による投資利益 3,146

その他 5,292

営業外収益合計 146,026

営業外費用  

支払利息 57,509

その他 192

営業外費用合計 57,701

経常利益 986,989

特別利益  

補助金収入 14,100

特別利益合計 14,100

特別損失  

固定資産除却損 6,517

特別損失合計 6,517

税金等調整前四半期純利益 994,571

法人税、住民税及び事業税 445,551

法人税等調整額 △109,931

法人税等合計 335,620

四半期純利益 658,951



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 994,571

減価償却費 578,605

のれん償却額 14,410

貸倒引当金の増減額（△は減少） 158

賞与引当金の増減額（△は減少） △107,194

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △37,500

退職給付引当金の増減額（△は減少） △7,786

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 21,258

受取利息及び受取配当金 △11,270

支払利息 57,509

為替差損益（△は益） △118,062

持分法による投資損益（△は益） △3,146

有形固定資産除却損 6,517

売上債権の増減額（△は増加） △299,147

たな卸資産の増減額（△は増加） △528,599

未収入金の増減額（△は増加） 57,752

仕入債務の増減額（△は減少） 278,498

未払費用の増減額（△は減少） 60,983

未収消費税等の増減額（△は増加） 115,710

未払消費税等の増減額（△は減少） 67,680

その他 △30,821

小計 1,110,127

利息及び配当金の受取額 11,253

利息の支払額 △57,996

法人税等の支払額 △582,820

営業活動によるキャッシュ・フロー 480,563

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 △720,962

無形固定資産の取得による支出 △15,150

投資有価証券の取得による支出 △914

長期貸付金の回収による収入 90

その他 2,895

投資活動によるキャッシュ・フロー △734,042

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（△は減少） 940,000

長期借入金の返済による支出 △546,050

配当金の支払額 △126,029

財務活動によるキャッシュ・フロー 267,920

現金及び現金同等物に係る換算差額 84,964

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 99,406

現金及び現金同等物の期首残高 3,300,511

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,399,918



　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）および「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しています。また、「四半期連結財務諸表規

則」に従い四半期連結財務諸表を作成しています。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

ライフ
サイエンス

事業
（千円）

電子材料
および機能
性化学品
事業

（千円）

その他の
事業

（千円）

計
（千円）

消去又は
全社

（千円）

連結
（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 4,488,675 3,675,608 31,610 8,195,895 － 8,195,895

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － 9,596 9,596 (9,596) －

計 4,488,675 3,675,608 41,207 8,205,491 (9,596) 8,195,895

営業利益 251,337 941,771 △1,288 1,191,820 (293,156) 898,664

ｂ．所在地別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

日本
（千円）

中国
（千円）

アメリカ
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 6,810,020 430,363 955,511 8,195,895 － 8,195,895

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
173,537 1,050,492 97,707 1,321,737 (1,321,737) －

計 6,983,557 1,480,856 1,053,219 9,517,632 (1,321,737) 8,195,895

営業利益 1,147,870 △12,995 41,268 1,176,143 (277,479) 898,664

ｃ．海外売上高

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

ヨーロッパ 北米 アジア その他 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 447,198 1,607,281 543,627 48,662 2,646,770

Ⅱ　連結売上高（千円）     8,195,895

Ⅲ　連結売上高に占める海外売

上高の割合（％）
5.5 19.6 6.6 0.6 32.3

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。



    （７）重要な後発事象

　株式取得による会社の買収について

(1)会社の買収の概要およびその理由

  平成20年７月18日に、株式会社ヤマノホールディングスとの間に、同社の子会社である株式会社エックスワ

ンの全株式を当社が譲り受ける株式等譲渡契約を締結しました。また、平成20年７月31日に、株式売買を完了

しました。

  株式会社エックスワンは、自然派化粧品を中心とした自社開発による生活必需品の会員制無店舗販売を展開

している会社です。

  この買収により、当社グループは化粧品・健康食品分野における商品開発を強化し、ライフサイエンス事業

の拡大を図るものです。

(2)株式取得の相手会社の名称

  株式会社ヤマノホールディングス

(3)買収する会社の名称、規模、事業内容

  株式会社エックスワン（資本金 50,000千円）

　 化粧品・健康食品を中心とした自社開発による生活必需品の会員制無店舗販売

(4)株式取得の時期

　 平成20年７月31日

(5)取得する株式の数、取得価額および取得後の持分比率

  100千株（100.0％）

  取得価額 800,000千円（商標権譲渡価額含む）



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 7,389,418

Ⅱ　売上原価 4,701,217

売上総利益 2,688,201

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,620,843

営業利益 1,067,357

Ⅳ　営業外収益 80,740

受取利息 4,884

受取配当金　 6,852

為替差益　 60,984

その他　 8,018

Ⅴ　営業外費用 56,411

支払利息　 50,222

持分法による投資損失　 4,062

その他　 2,126

経常利益 1,091,686

Ⅵ　特別利益 1

貸倒引当金戻入益　 1

Ⅶ　特別損失 27,286

固定資産売却損　 1,194

固定資産除却損　 14,031

投資有価証券評価損　 12,060

税金等調整前四半期純利益 1,064,402

税金費用 366,392

四半期純利益 698,009



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

 

税金等調整前四半期純利益　 1,064,402

減価償却費　 377,177

売上債権の増減額　 △414,467

棚卸資産の増減額　 △575,425

仕入債務の増減額　 528,227

その他　 256,468

小計 1,236,382

法人税等の支払額　 △678,468

その他　 △43,767

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

514,146

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
　　

△612,612

その他　 △253,700

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

△866,313

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　 1,020,000

長期借入金の返済による支出　 △392,600

配当金の支払額　 △252,062

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

375,338

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算
差額

59,179

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額
（又は減少額）

82,349

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 2,975,992

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 3,058,342



（３）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前年同四半期（平成20年３月期第１四半期）

ライフ
サイエンス

事業
（千円）

電子材料
および機能
性化学品
事業

（千円）

その他の
事業

（千円）

計
（千円）

消去又は
全社

（千円）

連結
（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 4,086,578 3,236,024 66,816 7,389,418 － 7,389,418

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
29 － 21,461 21,491 (21,491) －

計 4,086,608 3,236,024 88,278 7,410,910 (21,491) 7,389,418

営業利益 298,866 994,982 3,075 1,296,924 (229,566) 1,067,357

ｂ．所在地別セグメント情報

前年同四半期（平成20年３月期第１四半期）

日本
（千円）

中国
（千円）

アメリカ
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 6,216,443 340,663 832,312 7,389,418 － 7,389,418

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
263,843 1,087,218 191,707 1,542,769 (1,542,769) －

計 6,480,287 1,427,881 1,024,019 8,932,188 (1,542,769) 7,389,418

営業利益 1,105,620 102,812 69,178 1,277,611 (210,253) 1,067,357
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