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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 3,388 ― △126 ― △138 ― △87 ―

20年3月期第1四半期 3,896 △20.8 △303 ― △333 ― △199 ―

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 △5.80 ―

20年3月期第1四半期 △13.16 ―

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 12,317 5,266 42.8 348.00
20年3月期 11,585 5,251 45.3 347.01

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  5,266百万円 20年3月期  5,251百万円

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 ― 5.00 ― ― 5.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 5.00 5.00

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 10,860 ― △20 ― △40 ― 0 ― 0.00
通期 21,100 31.5 300 ― 180 ― 170 ― 11.23

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  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】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） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】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 
・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等
は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
・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）及び「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）を適用しております。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おります。  

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  15,514,721株 20年3月期  15,514,721株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  381,478株 20年3月期  380,598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  15,133,877株 20年3月期第1四半期  15,139,364株



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はサブプライムローン破綻に端を発した米国経済不安に原油価格の更なる高騰が重な

り世界経済は一層不透明かつ不安定な状況となりました。そのような経済状況にありましたが、当社グループにお

きましては、これからのブロードバンド社会に対応した情報化技術（IT）および電子部品・機器事業において、的

確なソリューションおよび製品を顧客に継続的に提供し強力に拡販を進める一方、新規商品の開発にも努めました。

　この結果、当第１四半期連結会計期間におきましては、連結売上高33億８千８百万円、営業損失１億２千６百万

円、経常損失１億３千８百万円、四半期純損失８千７百万円となりました。 

　事業別の状況は以下のとおりです。

　ITソリューション・サービス事業におきましては、製造業向け３次元機械CADシステムが伸長し、売上高12億３千

９百万円、営業損失１億３千万円となりました。

　一方、電子部品及び機器事業におきましては、売上高21億４千８百万円、営業利益４百万円となりました。

　所在地別セグメントにつきましては以下のとおりです。

　日本においては、製造業向け３次元機械CADシステムが伸長し、売上高20億２千万円、営業損失１億３千万円とな

りました。

　中国においては、玩具、バッテリー保護用途の半導体販売が減少し、売上高11億４千万円、営業利益１百万円と

なりました。

　アジアにおいては、産業用端末用タッチパネル等が増加し、売上高２億３千６百万円、営業損失４百万円となり

ました。

　米国においては、簡易カーナビゲーション用液晶パネル販売及び産業用途タッチパネル販売が減少し、売上高２

千７百万円、営業損失０百万円となりました。

　なお、セグメント間取引については、相殺消去しております。

２．連結財政状態に関する定性的情報

(1) 資産、負債および純資産の状況

　当四半期末の総資産は123億１千７百万円（前期末比７億３千１百万円増加）、これは主に今期販売予定のたな卸

資産４億８千３百万円、前渡金７億７千９百万円の増加、長期未収入金の減少４億９千万円によります。

　負債の部の合計は70億５千万円（前期末比７億１千６百万円増加）、主に短期借入金２億７千２百万円、前受金

３億７千８百万円の増加、リース会計導入によるリース債務４億４百万円の増加、支払手形および買掛金の減少３

億４千５百万円によります。

　純資産は52億６千６百万円（前期末比１千４百万円増加）となりました。主に、為替換算調整勘定８千１百万円

の増加、四半期純損失８千７百万円により利益剰余金が減少しております。また、資本剰余金より利益剰余金へ11

億５千８百万円振替ております。

 

(2) キャッシュ・フローの状況　

　当四半期末における現金及び現金同等物は、前期末より２億９千３百万円減少し、11億３千４百万円となりまし

た。

　営業活動によるキャッシュ・フローは、当四半期において５億９千万円の減少となりました。

　これは、売上債権および前受金の収入があるものの、税金等調整前四半期純損失および商品購入のための前渡金

の支出によります。なお、たな卸資産の増加は今期販売予定のものであり、立替金の減少とほぼ相殺されキャッ

シュ・フローへの影響は軽微でした。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、当四半期において４百万円の減少となりました。主に、有形固定資産の

取得および保険積立金の支出によります。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、当四半期において２億７千万円の増加となりました。主に、運転資金の

ための短期借入金の増加によります。

 

３．連結業績予想に関する定性的情報

　現時点においては、平成20年５月19日に公表しました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) 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

① 固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によっ

ております。

② 繰延税金資産および繰延税金負債の算定方法

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、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おります。

(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 四半期財務諸表に関する会計基準の適用

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

19年３月14日）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会　企業会計基準適用

指針第14号　平成19年３月14日）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財

務諸表を作成しております。

② 重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

当社及び国内連結子会社は、通常の販売目的で保有するたな卸資産について、従来、個別法（ただし、一部の

商品については移動平均法）による原価法によっておりましたが、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）が適用されたことに伴い、個別法（ただし、

一部の商品については移動平均法）による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法）に変更しております。

この結果、従来の方法によった場合に比べて、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失が３百万円

それぞれ増加しております。

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。

③ リース取引に関する会計基準等の適用

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、「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（企業会計審議会第

一部会）、平成19年３月30日改正））及び「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（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４

月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴い、

当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。

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おります。

　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、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。

　これによる損益への影響はありません。
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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 1,694,212 1,987,734

受取手形及び売掛金 3,541,154 3,761,296

商品 1,984,223 1,500,225

その他 1,389,438 399,018

貸倒引当金 △5,985 △5,173

流動資産合計 8,603,044 7,643,101

固定資産   

有形固定資産 500,616 506,206

無形固定資産 30,971 36,801

投資その他の資産   

長期未収入金 2,416,153 2,906,186

その他 1,404,659 1,131,412

貸倒引当金 △638,399 △637,739

投資その他の資産合計 3,182,412 3,399,858

固定資産合計 3,714,000 3,942,866

資産合計 12,317,044 11,585,968

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,621,795 2,967,565

短期借入金 2,672,161 2,400,000

未払法人税等 43,478 51,182

その他 1,027,897 505,977

流動負債合計 6,365,332 5,924,725

固定負債   

退職給付引当金 261,932 258,692

役員退職慰労引当金 141,891 137,616

その他 281,488 13,218

固定負債合計 685,312 409,528

負債合計 7,050,645 6,334,253



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,426,916 3,426,916

資本剰余金 2,081,516 3,240,180

利益剰余金 △84,282 △1,155,160

自己株式 △110,677 △110,542

株主資本合計 5,313,473 5,401,393

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △5,757 △15,588

繰延ヘッジ損益 767 △10,598

土地再評価差額金 △11,613 △11,613

為替換算調整勘定 △30,469 △111,879

評価・換算差額等合計 △47,073 △149,679

純資産合計 5,266,399 5,251,714

負債純資産合計 12,317,044 11,585,968



（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 3,388,107

売上原価 2,811,015

売上総利益 577,092

販売費及び一般管理費  

給料及び賞与 334,938

退職給付引当金繰入額 19,560

役員退職慰労引当金繰入額 4,274

貸倒引当金繰入額 1,255

その他の販売費及び一般管理費 343,503

販売費及び一般管理費合計 703,533

営業損失（△） △126,441

営業外収益  

受取手数料 1,824

その他 2,078

営業外収益合計 3,903

営業外費用  

支払利息 10,320

為替差損 3,954

その他 1,614

営業外費用合計 15,889

経常損失（△） △138,426

特別利益  

貸倒引当金戻入額 60

特別利益合計 60

特別損失  

固定資産除却損 10

特別損失合計 10

税金等調整前四半期純損失（△） △138,376

法人税、住民税及び事業税 3,781

法人税等調整額 △54,372

法人税等合計 △50,591

四半期純損失（△） △87,785



（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損失（△） △138,376

減価償却費 15,443

受取利息及び受取配当金 △703

支払利息 10,320

売上債権の増減額（△は増加） 266,157

たな卸資産の増減額（△は増加） △466,153

前渡金の増減額（△は増加） △779,242

立替金の増減額（△は増加） 490,461

その他の流動資産の増減額（△は増加） △8,638

仕入債務の増減額（△は減少） △365,684

その他の流動負債の増減額（△は減少） 386,076

その他 14,067

小計 △576,271

利息及び配当金の受取額 641

利息の支払額 △8,246

法人税等の支払額 △6,865

営業活動によるキャッシュ・フロー △590,741

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 △2,203

無形固定資産の取得による支出 △673

保険積立金の積立による支出 △1,649

差入保証金の差入による支出 △566

差入保証金の回収による収入 934

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,159

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） 270,944

自己株式の純増減額（△は増加） △134

配当金の支払額 △445

財務活動によるキャッシュ・フロー 270,363

現金及び現金同等物に係る換算差額 31,015

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △293,521

現金及び現金同等物の期首残高 1,427,734

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,134,212



　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）及び「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）を適用しております。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おります。

 

（４）継続企業の前提に関する注記

　当社グループにおきまして、前連結会計年度は４億３千６百万円、当第１四半期連結会計期間は１億２千６百

万円の営業損失を計上し、また、営業キャッシュ・フローにおいても前連結会計年度は３億３千６百万円のマイ

ナス、当第１四半期連結会計期間は５億９千万円のマイナスとなっており、継続的に営業キャッシュ・フローが

マイナスとなっております。このような状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。
 
　営業収益の改善について

　高付加価値の情報セキュリティ分野への人員シフト、販売代理店網の増強および協業による販路拡大により売

上の増加施策、ならびに、筑波営業所閉鎖、大阪支店の移転等、営業活動の効率化施策を前連結会計年度に前倒

しで実施しております。
 
　営業キャッシュ・フローについて

　当第１四半期連結会計期間の営業キャッシュ・フローのマイナスの発生は、前渡金およびたな卸資産の増加、

営業損失の計上によるものであります。当連結会計年度は官公庁関連で予算執行が遅れていた大口案件等からの

入金が見込まれており、プラスに転じる予定であります。 
 
　財務面について

　財務面では、当社グループは、純資産額52億６千６百万円、自己資本比率42．8％を維持しております。また、

金融機関との取引面におきましては、借入与信枠44億円の内、借入額は26億円であり、18億円の借入枠がありま

す。
 
　当社グループにおきましては、経営資源を活用し収益力の改善を図り、当該状況を早期に解消すべく邁進して

参ります。
 
　四半期連結財務諸表は、継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を四半期連結財

務諸表には反映しておりません。
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（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）

ＩＴソリューショ
ン・サービス
事業（千円）

電子部品及び
機器事業
（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
1,239,726 2,148,380 3,388,107 － 3,388,107

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高
191 190 381 (381) －

計 1,239,918 2,148,571 3,388,489 (381) 3,388,107

営業利益（又は営業

損失）
(130,418) 4,359 (126,059) (381) (126,441)

（注）１.事業区分の方法および各区分に属する主要な商品の名称

　　 事業区分は商品の使用目的の類似性により区分しております。

事業区分 事業内容 品目

ＩＴソリューショ

ン・サービス

事業

システム

ソリューション

サーバー、ワークステーション、ＰＣ、ストレージ、eCRMソフトウェア、コンテ

ンツ管理システム、３次元機械CADシステム、セキュリティソフトウェア、シミュ

レーションソフトウェア、マルチメディア・ストリーミング機器およびソフト

ウェア、各種ミドルウェア、ＡＳＰサービス、その他各種周辺機器およびソフト

ウェア

ネットワーク

ソリューション

インターネット高速アクセスシステム、ＡＴＭアクセス装置、ネットワークセ

キュリティアプライアンス機器、無線LAN機器およびソフトウェア、衛星通信情

報伝送システム、国際電話用回線多重化装置、エコーキャンセラー、ＩＰ電話、

広域無線ＬＡＮサービス、その他各種情報通信機器および映像伝送装置

電子部品及び

機器事業

電子部品及び機

器

光通信関連機器およびデバイス、光計測機器、各種科学計測機器、防衛用機材、

災害救護用機材、半導体、マイクロ波通信機器用部品、集積回路、バッテリー、

導電性樹脂接着剤、周辺機器用機構部品、情報通信機器用部品、その他各種電子

部品および機器

　　 ２.会計処理の方法の変更

　　　（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　　　　「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」②に記載のとおり、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）を適用してお

　　　　ります。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、ＩＴソリューション・サービス事業で営業損失が

　　　　１百万円増加し、また電子部品及び機器事業で営業利益が１百万円減少しております。
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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）

アジア
（千円）

米国
（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
2,020,473 1,104,073 236,217 27,342 3,388,107 － 3,388,107

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
722,192 － 120 13,123 735,437 (735,437) －

計 2,742,666 1,104,073 236,337 40,466 4,123,544 (735,437) 3,388,107

営業利益（又は営業

損失）
(130,912) 1,309 (4,574) (989) (135,166) 8,725 (126,441)

（注）１．国または地域は、地理的近接度により区分しております。

　　　２．本邦以外の区分に属する主な国または地域の内訳は次のとおりであります。

(1）中 国  ・・・ 中国

(2）アジア ・・・ シンガポール

(3）米 国  ・・・ 米国

　　　３．会計処理の方法の変更

　　　　（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　　　　　「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」②に記載のとおり、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

　　　　　ております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、日本で営業損失が３百万円増加しておりま

　　　　　す。

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）

アジア 中国 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 323,283 998,122 50,377 1,371,783

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － 3,388,107

Ⅲ　連結売上高に占める

海外売上高の割合（％）
9.5 29.5 1.5 40.5

（注） １．国または地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する主な国または地域の内訳は次のとおりであります。

(1）アジア・・・・・・ 韓国、シンガポール、マレーシア

(2）中国・・・・・・・ 中国

(3）その他の地域・・・ 米国

３．海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。

（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。
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「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 3,896,290

Ⅱ　売上原価 3,398,027

売上総利益 498,262

Ⅲ　販売費及び一般管理費 801,987

営業利益（△営業損失） △303,724

Ⅳ　営業外収益 5,034

Ⅴ　営業外費用 35,115

経常利益（△経常損失） △333,805

Ⅵ　特別利益 249

Ⅶ　特別損失 1,007

税金等調整前四半期純利益
（△税金等調整前四半期純損
失）

△334,563

法人税、住民税及び事業税 7,438

法人税等調整額　 △142,695

四半期純利益（△四半期純損
失）

△199,305
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（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（千円）

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（△純損失） △334,563

減価償却費 25,253

貸倒引当金の減少額 △249

退職給付引当金の増加額 3,963

役員退職慰労引当金の増加額 37,250

受取利息及び受取配当金 △3,670

支払利息 12,952

保険積立金契約変更損 999

売上債権の減少額 2,405,234

たな卸資産の増加額 △8,705

未収入金の増加額 △8,362

前渡金の増加額 △114,654

立替金の減少額 23,674

その他流動資産の増加額 △1,187

仕入債務の減少額 △1,604,364

その他流動負債の増加額 193,379

その他 △26,068

小計 600,881

利息及び配当金の受取額　 1,650

利息の支払額 △13,629

法人税等の支払額 △66,822

営業活動によるキャッシュ・フロー 522,080

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　 △2,302

保険積立金支出 △1,792

差入保証金による支出 △17,563

差入保証金解約による収入 2,282

その他 △185

投資活動によるキャッシュ・フロー △19,561

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増額 264,765

自己株式の純増額　 △205

配当金の支払額 △75,850

財務活動によるキャッシュ・フロー 188,709

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 14,941

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 706,169

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 2,027,981

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 2,734,151
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（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）

ＩＴソリュー
ション・サービ

ス事業
（千円）

電子部品及び
機器事業
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高 1,203,200 2,693,190 3,896,391 (100) 3,896,290

営業費用 1,572,895 2,627,220 4,200,116 (100) 4,200,015

営業利益 △369,694 65,969 △303,724 － △303,724
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