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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 1,888 ― △45 ― 35 ― 46 ―

20年3月期第1四半期 1,010 △27.8 △196 ― △174 ― △184 ―

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 3.29 3.28
20年3月期第1四半期 △13.03 △12.80

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 11,920 5,990 50.2 421.45
20年3月期 12,419 6,362 51.1 447.22

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  5,984百万円 20年3月期  6,350百万円

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 ― 25.00 ― 30.00 55.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 25.00 ― 30.00 55.00

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 5,000 ― 1,200 ― 1,200 ― 720 ― 50.70
通期 12,500 20.9 3,000 23.8 3,000 42.9 1,800 43.7 126.77

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  

（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。  

(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、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。  

(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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。 

(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．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。なお、上記予想に関する事項は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ３．連結業績予想に関する定性的情報を
ご覧下さい。 
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）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。 
 
 

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  14,200,000株 20年3月期  14,200,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  900株 20年3月期  830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  14,199,147株 20年3月期第1四半期  14,199,200株
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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１四半期におけるわが国経済は、サブプライムローン問題を背景とする米国経済の減速懸念や原

油・原材料価格の高騰による影響を受け、景気の下振れリスクが高まる展開となりました。 

 当社グループの主要取引先である自動車・タイヤ業界の設備投資につきましては、環境に配慮した製

品の技術開発等が優先的に予算化されてまいりました。 

 このような状況のもと、当社グループは、顧客重視の営業活動を展開し、ユーザーの技術革新に対応

した商品開発を推進し、また既存事業のコスト削減にも注力いたしました。 

 その結果、当第1四半期の売上高は18億８千８百万円（前年同期比８７％増）、営業損失は４千５百万

円（前年同期は、１億９千６百万円の損失）、経常利益は３千５百万円（前年同期は、１億７千４百万

円の損失）、四半期純利益は４千６百万円（前年同期は１億８千４百万円の損失）となりました。 

 売上高の増収要因につきましては、タイヤバランサーをはじめ自動車部品関連のバランシングマシン

がほぼ計画どおり出荷検収されたこと及び、国内子会社である東伸工業株式会社の第１四半期売上分４

億９千６百万円を取込んだことが主たる要因であります。 

 営業損失につきましては、前年同期と比較して改善されたものの国内大手タイヤメーカーより当社と

しては初めて受注した研究開発用として使用される大型案件の試験装置のコストが、当初予算を上回っ

たことなどの影響があり販売費及び一般管理費を吸収しきれなかったことなどが主たる要因であります。 

経常利益につきましては、当社の海外取引における主たる決済通貨である米ドルの為替相場が当四半

期は円安ドル高に推移したため、８千２百万円の為替差益を計上したことなどが、主たる要因でありま

す。 

 四半期純利益につきましては、新会計基準への対応に伴う棚卸資産評価損の発生などにより本社の法

人税等調整額が増加したことが主たる要因であります。 

 

２.連結財政状態に関する定性的情報 

 

①流動資産 

 当第１四半期における流動資産の残高は、73億８千２百万円（前期末比５億３千９百万円減）とな

りました。これは、受取手形及び売掛金が回収されたことにより売上債権が減少（前期末比11億７千

万円減）したことや、たな卸資産が第２四半期以降に販売される仕掛品の製造により増加（前期末比

２億９千８百万円増）したことが主たる要因であります。 

②固定資産 

 当第１四半期における固定資産の残高は、45億３千７百万円（前期末比４千万円増）となりました。

これは、社員の福利厚生のために保険積立金が増加（前期末比４千８百万円増）したことが主たる要

因であります。 

③流動負債 

 当第１四半期における流動負債の残高は、49億４千１百万円（前期末比６千６百万円減）となりま

した。これは、前期末に計上した法人税を支払ったことにより未払法人税が減少（前期末比２億９千

万円減）したことや、賞与の支給のために賞与引当金が増加（前期末比９千４百万円増）したことが

主たる要因であります。 
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④固定負債 

 当第１四半期における固定負債の残高は、９億８千８百万円（前期末比６千万円減）となりました。

これは、平成20年６月１日より、適格退職年金制度から確定給付企業年金制度(規約型)へ移行したこ

とにより退職給付引当金が減少（前期末比６千６百万円減）したことが主たる要因であります。 

⑤純資産 

 当第１四半期における純資産の残高は、59億９千万円（前期末比３億７千２百万円減）となりまし

た。これは、前期の配当を支払ったことなどより利益剰余金が減少（前期末比３億７千９百万円減）

したことが主たる要因であります。 

 

(キャッシュ・フローの状況) 

 当第１四半期連結会計期間のキャッシュ･フローについては、営業活動により６億３千１百万円増加

し、投資活動により２億３千１百万円減少し、財務活動により３億６千５百万円減少した結果、現金及

び現金同等物は９億７千７百万円となりました。 

 

①営業活動によるキャッシュ･フロー 

 当第１四半期連結会計期間における営業活動によるキャッシュ･フローは６億３千１百万円の収入とな

りました。これは、税金等調整前四半期純利益３千５百万円を計上し、第２四半期以降、販売されるた

な卸資産の増加により、たな卸資産が２億９千７百万円増加したことや、法人税等を３億１千１百万円

支払ったものの、売掛金、受取手形が回収されたことにより売上債権が11億２千６百万円減少したこと

によりキャッシュが増加したことによるものであります。 

②投資活動によるキャッシュ･フロー 

 当第１四半期連結会計期間における投資活動によるキャッシュ･フローは、２億３千１百万円の支出超

過となりました。これは、定期預金の預入による支出１億８千１百万円や、役員及び従業員を対象とし

た保険積立金の積立のために４千８百万円支払ったことなどによりキャッシュが減少したことによるも

のであります。 

③財務活動によるキャッシュ･フロー 

 当第１四半期連結会計期間における財務活動によるキャッシュ･フローは３億６千５百万円の支出超過

となりました。これは、主に期末配当を実施したために３億８千万円支払ったことなどによりキャッシ

ュが減少したことによるものであります。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 当第１四半期は前年同期と比較して、売上高、利益ともに増加しており、概ね当初の計画どおり推移

しております。例年、第２四半期、第４四半期に製品の完成出荷が集中する傾向が強いことから、平成

２０年５月15日発表の第２四半期連結累計期間及び、通期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) 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 

 当第１四半期連結会計期間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

の実地棚卸を基礎として合理的な方法により算定しております。 

 

(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 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。 

② 「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、当第１四半期連結会計期間から適用しております。主として個別法による原価法(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)により算定しております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益、経常利益及び税金等調整前四半期

純利益は、15,438千円減少し、営業損失が同額増加しております。 

なお、セグメント情報に与える影響は、10ページ (所在地別セグメント情報)に記載しており

ます。 

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」（実務対応報告第

18号 平成18年５月17日)が適用されたことに伴い、当第１四半期連結会計期間から適用しており

ます。 

なお、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 2,155,410  1,899,449

  受取手形及び売掛金 2,953,487  4,123,737

  有価証券 －  7,145

  商品及び製品 411,464  354,950

  仕掛品 1,064,641  833,752

  原材料及び貯蔵品 432,859  421,581

  繰延税金資産 188,619  132,365

  その他 187,999  161,248

  貸倒引当金 △11,888  △12,401

  流動資産合計 7,382,593  7,921,830

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物 1,604,496  1,595,115

   機械装置及び運搬具 191,658  189,960

   土地 1,682,574  1,682,232

   その他 187,635  192,110

   減価償却累計額 △912,967  △890,078

   有形固定資産合計 2,753,396  2,769,341

  無形固定資産  

   のれん 299,891  317,532

   その他 73,444  73,285

   無形固定資産合計 373,335  390,817

  投資その他の資産  

   投資有価証券 254,947  221,588

   長期貸付金 34,860  35,560

   繰延税金資産 193  7,258

   保険積立金 970,894  922,525

   その他 218,678  213,032

   貸倒引当金 △68,559  △62,437

   投資その他の資産合計 1,411,014  1,337,526

  固定資産合計 4,537,746  4,497,686

 資産合計 11,920,339  12,419,516
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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 1,970,759  1,882,179

  短期借入金 2,002,500  1,931,000

  1年内償還予定の社債 20,000  20,000

  1年内返済予定の長期借入金 201,740  218,328

  未払法人税等 23,616  313,873

  繰延税金負債 －  229

  前受金 202,977  219,278

  賞与引当金 217,117  123,003

  製品保証引当金 71,433  63,991

  その他 231,465  235,829

  流動負債合計 4,941,610  5,007,713

 固定負債  

  社債 120,000  120,000

  長期借入金 318,740  358,455

  繰延税金負債 187,439  144,468

  退職給付引当金 157,074  223,291

  役員退職慰労引当金 204,802  202,802

  固定負債合計 988,056  1,049,016

 負債合計 5,929,666  6,056,729

純資産の部  

 株主資本  

  資本金 1,023,100  1,023,100

  資本剰余金 936,400  936,400

  利益剰余金 4,165,640  4,544,902

  自己株式 △2,044  △1,978

  株主資本合計 6,123,096  6,502,423

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価 
差額金 

15,154  △8,070

  為替換算調整勘定 △154,048  △144,205

  評価・換算差額等合計 △138,894  △152,276

少数株主持分 6,470  12,640

 純資産合計 5,990,673  6,362,787

負債純資産合計 11,920,339  12,419,516
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(2) 四半期連結損益計算書 

(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) 

売上高 1,888,494

売上原価 1,346,374

売上総利益 542,119

販売費及び一般管理費 

 運賃 67,733

 製品保証引当金繰入額 63,106

 貸倒引当金繰入額 5,662

 役員報酬 51,180

 給与 121,376

 賞与引当金繰入額 29,033

 退職給付費用 *１ △21,673

 役員退職慰労引当金 
繰入額 

2,000

 減価償却費 10,237

 研究開発費 3,347

 その他 255,309

 販売費及び一般管理費合計 587,313

営業損失 45,193

営業外収益 

 受取利息及び配当金 16,404

 為替差益 82,245

 その他 5,306

 営業外収益合計 103,956

営業外費用 

 支払利息 12,709

 持分法による投資損失 4,489

 売上債権譲渡損 825

 その他 5,221

 営業外費用合計 23,245

経常利益 35,517

特別損失 

 固定資産除却損 11

 固定資産売却損 205

 特別損失合計 216

税金等調整前 
四半期純利益 

35,300

法人税、住民税 
及び事業税 

17,682

法人税等調整額 △23,690

法人税等合計 △6,008

少数株主利益又は 
少数株主損失(△) 

△5,404

四半期純利益 46,713
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(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 35,300

 減価償却費 26,276

 のれん償却額 17,640

 持分法による投資損益(△:利益) 4,489

 貸倒引当金の増減額（△:減少） 5,613

 賞与引当金の増減額(△:減少) 94,129

 製品保証引当金の増減額(△:減少) 8,899

 退職給付引当金の増減額(△:減少) △66,258

 役員退職慰労引当金の増減額(△:減少) 2,000

 受取利息及び配当金 △16,404

 支払利息 12,709

 為替差損益(△:利益) △25,783

 売上債権の増減額(△:増加) 1,126,055

 たな卸資産の増減額(△:増加) △297,052

 仕入債務の増減額(△:減少) 94,367

 前受金の増減額(△:減少) △10,285

 その他 △62,764

 小計 948,932

 利息及び配当金の受取額 6,202

 利息の支払額 △12,336

 法人税等の支払額 △311,620

 営業活動によるキャッシュ・フロー 631,177

投資活動によるキャッシュ・フロー 

 定期預金の預入による支出 △181,870

 有形固定資産の取得による支出 △4,556

 無形固定資産の取得による支出 △7,923

 保険積立金の積立による支出 △48,369

 その他 11,509

 投資活動によるキャッシュ・フロー △231,210

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(△:減少) 71,500

 長期借入金の返済による支出 △56,303

 自己株式の取得による支出 △65

 配当金の支払額 △380,470

 財務活動によるキャッシュ・フロー △365,338

現金及び現金同等物に係る換算差額 26,567

現金及び現金同等物の増減額（△:減少） 61,195

現金及び現金同等物の期首残高 915,900

現金及び現金同等物の四半期末残高 977,096
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注記事項 

（四半期連結損益計算書関係） 

 

当第１四半期連結会計期間 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年６月30日) 

＊１ 退職給付費用  

退職給付費用がマイナスとなっている主たる要因は平成20年６月１日より，適格退職年金制度から

確定給付企業年金制度(規約型)への移行に伴うものであります。 

 

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。 

 

4)継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 
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(5)セグメント情報 

 

(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) 

米国 

(千円) 

韓国 

(千円) 

中国 

(千円)

その他

(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 

1,670,940 114,660 72,709 26,646 3,536 1,888,494 －  1,888,494

(2)セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

153,918 32 141,894 16,624 12,891 325,360 （325,360） － 

計 1,824,858 114,693 214,603 43,270 16,427 2,213,854 （325,360） 1,888,494

営業利益又は営業
損失(△) 

29,374 △19,274 871 △33,557 4,853 △17,732 （27,460） △45,193

(注１) 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

(注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) 

４ページ (３)四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則･手続、表示方法等の変更に記載のとおり、

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」の営業利益が15,438

千円減少しております。 

 

(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） 

 

 米州 中国 
アジア 

(中国を除く)
その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 114,660 290,883 324,166 81,000 810,710 

Ⅱ 連結売上高（千円） －  － － － 1,888,494 

Ⅲ 連結売上高に占める海
外売上高の割合（％）

6.1 15.4 17.2 4.3 42.9 

(注１) 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

(注２) 各区分に属する主な国又は地域 

①米州････････････････････米国、メキシコ 

②アジア（中国を除く）････韓国、タイ、インドネシア、インド 

③その他･･････････････････ポーランド 

(注３) 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又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」 

（要約）前四半期連結損益計算書 

(単位:千円) 

科目 
前第１四半期連結累計期間 

(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年６月30日) 

Ⅰ 売上高 1,010,881

Ⅱ 売上原価 721,094

売上総利益 289,787

Ⅲ 販売費及び一般管理費 486,703

営業損失 196,916

Ⅳ 営業外収益 53,161

  １．受取利息及び配当金 15,894

  ２．為替差益 31,695

  ３．その他 5,571

Ⅴ 営業外費用 30,365

  １．支払利息 5,479

  ２．売上債権譲渡損 9,850

  ３．デリバティブ評価損 12,651

  ４．その他 2,383

経常損失 174,119

Ⅵ 特別利益 19,139

  １．貸倒引当金戻入益 6,105

  ２．製品保証引当金戻入益 13,033

Ⅶ 特別損失 1,003

  １．固定資産除却損 912

  ２．固定資産売却損 90

税金等調整前四半期純損失 155,983

法人税、住民税 
及び事業税 

12,061

法人税等調整額 16,434

少数株主利益 500

四半期純損失 184,979
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６.その他の情報 

(生産、受注及び販売の状況) 

 

(1) 生産実績 

前年同四半期連結累計期間

(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年６月30日)

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)

前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日)製品区分 

生産高(千円) 構成比(％) 生産高(千円) 構成比(％) 生産高(千円) 構成比(％)

バランシングマシン 1,351,583 72.8 1,478,203 60.6 8,070,368 76.9

シャフト歪自動矯正機 287,054 15.5 201,741 8.3 765,547 7.3

その他 218,026 11.7 757,683 31.1 1,660,555 15.8

合計 1,856,663 100.0 2,437,627 100.0 10,496,470 100.0

(注1) 金額は、販売価格によっております。 

(注2) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(2) 受注状況 

①受注高 

前年同四半期連結累計期間

(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年６月30日)

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)

前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日)製品区分 

受注高(千円) 構成比(％) 受注高(千円) 構成比(％) 受注高(千円) 構成比(％)

バランシングマシン 2,560,252 84.0 2,236,622 74.6 9,006,901 75.8

シャフト歪自動矯正機 225,734 7.4 206,898 6.9 806,100 6.8

その他 261,803 8.6 553,589 18.5 2,070,429 17.4

合計 3,047,791 100.0 2,997,110 100.0 11,883,431 100.0

(注1) 金額は、受注価格によっております。 

(注2) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

②受注残高 

前年同四半期連結累計期間 

(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年６月30日) 

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) 

前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 製品区分 

受注残高 
(千円) 

構成比(％) 受注残高 
(千円) 

構成比(％) 受注残高 
(千円) 

構成比(％)

バランシングマシン 6,507,122 89.3 5,534,378 77.8 4,741,259 73.4

シャフト歪自動矯正機 447,770 6.2 550,633 7.7 472,158 7.3

その他 328,157 4.5 1,027,640 14.5 1,246,504 19.3

合計 7,283,051 100.0 7,112,652 100.0 6,459,922 100.0

(注1) 金額は、受注価格によっております。 

(注2) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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(3) 販売実績 

前年同四半期連結累計期間

(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年６月30日)

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)

前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日)製品区分 

売上高  
(千円) 

構成比(％)
売上高 

(千円) 
構成比(％)

売上高 

(千円) 
構成比(％)

バランシングマシン 516,377 51.1 1,066,679 56.5 8,069,267 78.1

シャフト歪自動矯正機 272,289 26.9 126,799 6.7 766,549 7.4

その他 222,214 22.0 695,014 36.8 1,499,662 14.5

合計 1,010,881 100.0 1,888,494 100.0 10,335,479 100.0

(注1) 金額は、販売価格によっております。 

(注2) 主要な相手先別の販売実績等については、当該割合が10％以下のため記載を省略しております。 

(注3) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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