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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 7,866 ― 658 ― 782 ― 522 ―

20年3月期第1四半期 8,245 19.3 769 9.4 965 34.4 632 24.9

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 22.27 ―

20年3月期第1四半期 27.14 ―

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 26,861 17,849 66.4 760.58
20年3月期 26,556 17,883 67.2 761.61

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  17,831百万円 20年3月期  17,855百万円

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 ― 7.00 ― 7.00 14.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 7.00 ― 7.00 14.00

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  有  
 

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 15,100 ― 1,000 ― 1,020 ― 750 ― 31.99
通期 30,400 △2.4 2,330 0.0 2,260 17.6 1,230 30.2 52.46

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）  有  

（注）詳細は２ページ「定性的情報・財務諸表等」４．その他（１）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２ページ「定性的情報・財務諸表等」４．その他（２）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２ページ「定性的情報・財務諸表等」４．その他（３）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．平成20年５月９日に公表いたしました連結業績予想は、第２四半期連結累計期間を本資料において修正しております。 
２．本資料及び添付資料記載の業績予想に関しましては、本資料発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料 
  発表日現在における仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって、大きく異なる結果となる可能性があります。 
３．当連結会計年度より「四半期財務諸表等に関する会計基準」（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 有

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  23,446,209株 20年3月期  23,446,209株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  1,518株 20年3月期  1,482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  23,444,718株 20年3月期第1四半期  23,277,440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１四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、原油価格高騰の影響により景気の減速感が一層強くなり、個

人消費をはじめ設備投資や雇用情勢等についても足踏み状態にありました。また、住宅建設につきましては改正建築

基準法の影響が収束していくという期待はあったものの、建築コストの上昇により着工件数は横ばいで推移いたしま

した。これらにより景気は総じて憂慮すべき状態となっております。 

 一方海外については、サブプライムローン問題に端を発した金融不安が世界的な景気の減速要因となり、不安な局

面となってまいりました。また、原油価格の高騰や為替市場の変動により、世界的に景気の下振れリスクが高まって

おり、今後は予断を許さない状況となってまいりました。 

 このような経済状況のもと、当社グループ（当社及び連結子会社）は海外拠点を含めた生産及び販売展開、新製品

の開発、経費削減及び不良率の低減を積極的に行い、当第１四半期連結会計期間における売上高は78億６千６百万円

となりました。このうち、海外売上高は21億１千１百万円で売上全体の26.8％を占めております。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期末の総資産は、前連結会計年度末と比較し、３億５百万円増加の268億６千１百万円となりました。

また、負債合計は前連結会計年度末と比較し、３億３千８百万円増加の90億１千１百万円となりました。短期借入金

が７億１千６百万円増加しております。純資産は178億４千９百万円となり、以上の結果、自己資本比率は前連結会

計年度末の67.2％から66.4％に減少となりました。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 当社グループの経営環境は、サブプライムローン問題の長期化・深刻化により米国をはじめとした世界的な景気の

動向に、より大きく左右されると思われます。また、原油価格の高騰が内外経済に与える影響等には注視していかな

くてはならず、今後も当社グループを取り巻く環境は依然厳しい状況が続くものと認識しております。 

 当社グループの当第１四半期連結会計期間における業績は概ね計画通りとなっており、今後、サブプライムローン

問題を発端とする景気後退や原材料価格の高騰が予想され、業績が当初予想の通り推移すると考えていることから、

通期の予想については変更しておりません。 

 ただし、第２四半期連結累計期間の予想につきましては、当初予想よりも実効税率が低くなり、税金費用が減少す

るため、第２四半期純利益が増加する見込みであることから業績予想を修正しております。 

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） 

 当社連結子会社である㈱キャラバンと㈱シーアンドジェイは、平成20年３月１日を合併期日として㈱キャラバ

ンを存続会社とする合併を行いましたので、当第１四半期連結会計期間より㈱シーアンドジェイを連結の範囲か

ら除外しております。 

（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固定資産の定率法に基づく減価償却費については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度に係る減

     価償却費の額を期間按分して算定しております。  

     ②法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定にあたり、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。これによる売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影

響額は軽微であります。  

  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、連結決算上必要な修正を行っております。これによる売

上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響額は軽微であります。  

  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。 
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（追加情報） 

    ①法人税法の改正による法定耐用年数の変更を契機として耐用年数を見直し、当第１四半期連結会計期間よ 

    り、当社及び国内連結子会社は、既存の減価償却資産を含め機械装置の耐用年数を10年から９年に変更しており

    ます。これにより売上総利益は9,545千円、営業利益は9,593千円、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそ

  れぞれ9,710千円減少しております。  

     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。 

  ②㈱キャラバンは返品実績率が低下したことにより、当第１四半期連結会計期間より返品調整引当金は計上し

ておりません。これによる売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響額は軽微で

あります。  

  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。 
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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 2,131,899 2,002,338

受取手形及び売掛金 9,361,557 9,132,151

商品及び製品 1,784,394 1,454,434

仕掛品 1,603,956 1,556,550

原材料及び貯蔵品 410,189 408,045

その他 708,051 820,554

貸倒引当金 △13,405 △13,004

流動資産合計 15,986,643 15,361,069

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額）  　　　　　　　　　　　　　　　　 2,112,554  　　　　　　　　2,287,953

機械装置及び運搬具（純額）  　　　　　　　　　　　　　　 3,024,309  　　　　　　　　3,223,783

土地 2,634,016 2,640,916

その他（純額） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  509,932                    508,069

有形固定資産合計 8,280,813 8,660,723

無形固定資産 137,528 141,259

投資その他の資産 2,471,122 2,396,870

貸倒引当金 △14,734 △3,649

固定資産合計 10,874,730 11,195,202

資産合計 26,861,373 26,556,271

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,668,093 2,572,721

短期借入金 3,528,452 2,811,618

未払法人税等 116,528 472,991

賞与引当金 109,292 350,830

返品調整引当金 － 7,500

その他 1,364,290 1,212,166

流動負債合計 7,786,656 7,427,829

固定負債   

退職給付引当金 479,446 484,050

役員退職慰労引当金 － 30,544

その他 745,448 730,244

固定負債合計 1,224,894 1,244,838

負債合計 9,011,551 8,672,667
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（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 3,804,298 3,804,298

資本剰余金 3,230,719 3,230,719

利益剰余金 10,465,446 10,106,038

自己株式 △1,016 △999

株主資本合計 17,499,447 17,140,057

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 441,768 351,229

繰延ヘッジ損益 158 158

為替換算調整勘定 △109,913 364,310

評価・換算差額等合計 332,013 715,698

少数株主持分 18,361 27,848

純資産合計 17,849,822 17,883,604

負債純資産合計 26,861,373 26,556,271
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（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 7,866,925

売上原価 5,747,712

売上総利益 2,119,213

販売費及び一般管理費  

荷造運搬費 117,084

給料及び手当 465,374

賞与引当金繰入額 23,272

役員退職慰労引当金繰入額 1,172

退職給付費用 29,067

減価償却費 21,030

開発研究費 106,698

その他 697,189

販売費及び一般管理費合計 1,460,889

営業利益 658,323

営業外収益  

受取利息 3,047

受取配当金 47,028

為替差益 72,230

その他 43,710

営業外収益合計 166,016

営業外費用  

支払利息 8,598

賃貸収入原価 11,198

貸倒引当金繰入額 10,856

その他 11,506

営業外費用合計 42,159

経常利益 782,181

特別利益  

投資有価証券売却益 3,201

貸倒引当金戻入額 236

特別利益合計 3,437

税金等調整前四半期純利益 785,618

法人税、住民税及び事業税 109,460

法人税等調整額 156,973

法人税等合計 266,434

少数株主損失（△） △2,879

四半期純利益 522,063
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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 785,618

減価償却費 311,613

貸倒引当金の増減額（△は減少） 12,603

賞与引当金の増減額（△は減少） △241,538

退職給付引当金の増減額（△は減少） 20,078

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △30,544

受取利息及び受取配当金 △50,075

支払利息 8,598

為替差損益（△は益） △36,166

投資有価証券売却損益（△は益） △3,201

有形固定資産除却損 1,893

売上債権の増減額（△は増加） △353,614

たな卸資産の増減額（△は増加） △457,176

前払費用の増減額（△は増加） 5,555

その他の流動資産の増減額（△は増加） △44,787

仕入債務の増減額（△は減少） 205,117

未払金の増減額（△は減少） 72,118

未払費用の増減額（△は減少） △10,629

その他の流動負債の増減額（△は減少） 128,283

未払消費税等の増減額（△は減少） △19,488

その他の固定負債の増減額（△は減少） △74,085

その他の負債の増減額（△は減少） △59,703

その他 6

小計 170,477

利息及び配当金の受取額 49,959

利息の支払額 △8,598

法人税等の支払額 △404,578

営業活動によるキャッシュ・フロー △192,740

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 △183,826

有形固定資産の売却による収入 1,050

投資有価証券の取得による支出 △120

投資有価証券の売却による収入 11,700

貸付けによる支出 △33,580

貸付金の回収による収入 7,396

その他の支出 △1,743

その他の収入 29,386

投資活動によるキャッシュ・フロー △169,737
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（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) 

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） 716,833

自己株式の取得による支出 △17

配当金の支払額 △164,113

財務活動によるキャッシュ・フロー 552,703

現金及び現金同等物に係る換算差額 △60,664

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 129,560

現金及び現金同等物の期首残高 2,002,338

現金及び現金同等物の四半期末残高　　　　　　　　　　　　　　　  2,131,899
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 当連結会計年度より「四半期財務諸表等に関する会計基準」（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。 

（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） 

 （注）１ 事業区分は、ゴム機能を生かした生産者向け製品の事業としての産業用資材事業、消費者向け製品の事業と

してのスポーツ用品事業及び物流事業に区分しております。 

２ 各事業の主な製品 

(1）産業用資材  ・・・・・ 工業用精密ゴム部品・電気絶縁材料・電気接続材料・印刷用ブランケット・

各種加工品・各種ゴム引布 

(2）スポーツ用品 ・・・・・ シューズ、ウェアなどのアウトドア用品・ゴルフ用カーボンシャフト 

(3）物流     ・・・・・ 物品の輸送及び保管 

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） 

「４．その他（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、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。これによるセグメント情報に与える影響はありません。 

  （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） 

「４．その他（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、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）を適用しております。これによるセグメント情報に与え

る影響は軽微であります。 

４ 追加情報 

 （有形固定資産の耐用年数の変更）  

「４．その他（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、法人税法の改正による法定耐用年数の変更を契機として耐用年数を見直し、当第１四半期連結会計期

間より、当社及び国内連結子会社は、既存の減価償却資産を含め機械装置の耐用年数を10年から９年に変更

しております。これにより営業利益は「産業用資材」が9,593千円減少しております。 

（返品調整引当金）  

「４．その他（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、㈱キャラバンは返品実績率が低下したことにより、当第１四半期連結会計期間より返品調整引当金は

計上しておりません。これによるセグメント情報に与える影響は軽微であります。 

５ 連結会社の消費税等の会計処理は、税抜方式によっているため、当該金額には消費税等は含まれておりませ

ん。 

  
産業用資材 
（千円） 

スポーツ用
品（千円） 

物流 
（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 5,722,373 1,975,559 168,992 7,866,925 ― 7,866,925 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
― ― 36,072 36,072 (36,072) ― 

計 5,722,373 1,975,559 205,064 7,902,998 (36,072) 7,866,925 

営業利益 366,967 403,673 20,490 791,131 (132,807) 658,323 
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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） 

 （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。 

２ 本邦以外の区分に属する国 

(1）北米  ・・・・・ アメリカ 

(2）アジア ・・・・・ 中国、ベトナム 

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） 

「４．その他（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、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。これによるセグメント情報に与える影響はありません。 

  （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） 

「４．その他（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、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）を適用しております。これによるセグメント情報に与え

る影響は軽微であります。 

    ４ 追加情報 

 （有形固定資産の耐用年数の変更）  

「４．その他（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、法人税法の改正による法定耐用年数の変更を契機として耐用年数を見直し、当第１四半期連結会計期

間より、当社及び国内連結子会社は、既存の減価償却資産を含め機械装置の耐用年数を10年から９年に変更

しております。これにより「日本」の営業利益は9,593千円減少しております。 

（返品調整引当金）  

「４．その他（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、㈱キャラバンは返品実績率が低下したことにより、当第１四半期連結会計期間より返品調整引当金は

計上しておりません。これによるセグメント情報に与える影響は軽微であります。 

５ 連結会社の消費税等の会計処理は、税抜方式によっているため、当該金額には消費税等は含まれておりませ

ん。 

  
日本 

（千円） 
北米 

（千円） 
アジア 
（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 6,324,882 1,290,257 251,785 7,866,925 ― 7,866,925 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
437,193 2,966 281,403 721,563 (721,563) ― 

計 6,762,075 1,293,224 533,189 8,588,489 (721,563) 7,866,925 

営業利益 672,274 40,150 58,823 771,248 (112,924) 658,323 
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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） 

 （注）１ 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。 

２ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(1）国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。 

(2）各区分に属する主な国又は地域 

北米     ・・・・・ アメリカ、カナダ 

アジア    ・・・・・ 中国、韓国 

その他の地域 ・・・・・ オランダ、ドイツ 

３ 連結会社の消費税等の会計処理は税抜方式によっているため、当該金額には消費税等は含まれておりませ

ん。 

（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。 

  

  

  北米 アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 1,185,491 751,296 174,330 2,111,118 

Ⅱ 連結売上高（千円） ― ― ― 7,866,925 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
15.1 9.6 2.2 26.8 
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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 8,244,717 

Ⅱ 売上原価 6,041,668 

 売上総利益 2,203,049 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,433,778 

 営業利益 769,271 

Ⅳ 営業外収益   

 受取利息及び配当金  56,517 

 為替差益 151,732 

 その他 43,359 

 計 251,609 

Ⅴ 営業外費用   

 支払利息 18,162 

 固定資産除却損  8,188 

 その他  29,770 

 計 56,122 

 経常利益 964,758 

Ⅵ 特別利益                   ― 

Ⅶ 特別損失                   ― 

  税金等調整前四半期純利益 964,758 

   税金費用 323,811 

   少数株主利益 9,216 

   四半期純利益 631,731 
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（２）セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

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） 

  

  

  

  

  

  

ｂ．所在地別セグメント情報 

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） 

  
産業用資材 
（千円） 

スポーツ用
品（千円） 

物流 
（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 5,656,828 2,434,241 153,647 8,244,717 ― 8,244,717 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
― ― 29,579 29,579 (29,579) ― 

計 5,656,828 2,434,241 183,227 8,274,297 (29,579) 8,244,717 

営業費用 5,306,676 1,923,231 168,955 7,398,863 76,582 7,475,446 

営業利益 350,152 511,010 14,271 875,434 (106,162) 769,271 

  
日本 

（千円） 
北米 

（千円） 
アジア 
（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 6,444,371 1,398,946 401,400 8,244,717 ― 8,244,717 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
529,734 6,048 81,195 616,977 (616,977) ― 

計 6,974,105 1,404,994 482,595 8,861,695 (616,977) 8,244,717 

営業費用 6,191,050 1,375,737 424,138 7,990,926 (515,480) 7,475,446 

営業利益 783,055 29,256 58,456 870,768 (101,497) 769,271 
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