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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 3,323 ― 236 ― 218 ― 205 ―
20年3月期第2四半期 3,156 41.6 96 ― 41 ― 35 ―

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2四半期 22.89 ―
20年3月期第2四半期 3.94 ―

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2四半期 7,330 1,416 19.0 155.41
20年3月期 7,196 1,209 16.5 132.68

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  1,393百万円 20年3月期  1,189百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 0.00 0.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 7,800 0.6 500 △6.9 400 △6.8 378 △14.2 42.15

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 
１．本資料に記載されている業績予想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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等について、及び上記１に係る業績予想
の具体的修正内容は、平成20年10月20日に別途開示いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」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）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。 
なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第
１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を適用しております。  

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2四半期  8,970,111株 20年3月期  8,970,111株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  2,719株 20年3月期  2,569株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  8,967,449株 20年3月期第2四半期  8,967,549株
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  当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、国際商品市況の高騰による原材料高、更には米国のサブプラ

イムローン問題に端を発した国際的な金融危機を背景に、設備投資や個人消費が伸び悩み、景気の減速傾向が強ま

る状況で推移いたしました。  

 こうした中、当社グループでは本年４月に開始された「新・中期経営計画」に基づき、売上高の持続的拡大と筋

肉質の企業体質維持を基本方針として、グローバルな営業展開、得意分野への集中、バリューエンジニアリングの

積極的展開、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでまいりました。当第２四半期連結累計期間において

は、アジア地域を主体として積極的に海外営業展開を図ったことから、売上高に占める海外売上高比率は前年同期

の20.0％から28.8％に上昇し、売上高の増加に結びつけることができました。  

 ボーリング機器関連事業につきましては、国内需要が伸び悩むなか、海外販売に注力した結果、韓国、カザフス

タン、中国、インドネシア向けの掘削機出荷等により海外販売が大幅に増加したことから、売上高は2,077百万円

と前年同期比371百万円（21.8％）増加しました。損益面では、売上高の増加に加え、コストダウン、販売管理の

強化等により原価率が低減したことから、営業利益は142百万円と前年同期比171百万円の増加となりました。  

 工事施工関連事業につきましては、国内においては当社グループの得意とする大口径立坑掘削工事、リニア新幹

線関連工事、海外においてはアルジェリアの高速道路工事、ラオスのダム関連工事等に注力いたしましたが、期首

受注残高が前年同期に比し低水準であったことから、完成工事高は1,246百万円と前年同期比204百万円（14.1％）

の減少となりました。損益面では、原価管理の徹底に努めた結果、原価率の改善が収益向上に寄与しましたが、完

成工事高の減少により、営業利益は93百万円と前年同期比32百万円（25.6％）減少いたしました。  

 こうした結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は前年同期比5.3％増の3,323百万円、営業利益は236百万円

（前年同期比144.5％増）となり、借入金の削減等による営業外費用の減少も加わり、経常利益は218百万円（前年

同期は41百万円の利益）、四半期純利益は205百万円（前年同期は35百万円の利益）となりました。 

  
※  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。従いまして、当第２四半期連結累

計期間の連結損益計算書と前年同期の連結損益計算書とでは作成基準が異なるため、前年同期比較に関する情報は

参考として記載しております。 

  

(１) 資産の部 

  当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末と比較して133百万円増加し、7,330百万円となり

ました。 

  流動資産は、受取手形及び売掛金、完成工事未収入金が回収等により569百万円減少しましたが、たな卸資産が

710百万円増加したことなどから、前連結会計年度末と比較して155百万円増加し、5,177百万円となりました。 

  有形固定資産は、機械装置及び運搬具などで 31百万円の設備投資を行いましたが、減価償却の実施などにより

前連結会計年度末と比較して14百万円減少し、2,031百万円となりました。また、投資その他の資産は、長期固定

化債権、破産更生債権等が回収及び貸倒金処理により40百万円減少いたしましたが、貸倒引当金の取崩しにより７

百万円の減少に留まりました。これらにより固定資産は、前連結会計年度末と比較して21百万円減少し、2,152百

万円となりました。 

(２) 負債の部 

  当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末と比較して72百万円減少し、5,914百万円となり

ました。 

  流動負債は、ボーリング機器関連事業の前受金が105百万円減少したものの、工事施工関連事業の未成工事受入

金の増加290百万円、支払手形及び買掛金の増加71百万円、賞与引当金の増加33百万円などにより前連結会計年度

末と比較して350百万円増加し、4,511百万円となりました。また固定負債は、長期借入金の返済等により前連結会

計年度末と比較して423百万円減少し、1,402百万円となりました。 

(３) 純資産の部 

  当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は、四半期純利益として205百万円を計上したことなどから、1,416百

万円となり、自己資本比率は前連結会計年度末の16.5％から19.0％となりました。 

  

  第２四半期連結累計期間における業績の進捗を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成20年４月24日付当

社「平成20年３月期決算短信」にて発表いたしました平成21年３月期の業績予想（連結・個別）を修正しておりま

す。 

 詳細は平成20年10月20日に別途開示いたしました、「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

・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

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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 該当事項はありません。 

  

①  一般債権の貸倒見積高の算定方法 
  当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認められ

るため、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定しております。 

②  固定資産の減価償却の算定方法 
  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

っています。 

③  法人税等並びに繰延税金資産及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関しては、加味する加減算項目を重要なものに限定する方法によっております。 

  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の業績予想やタックス・プラ

ンニングを利用する方法によっております。 

  

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。 

 なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣

府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財

務諸表規則を適用しております。 

②    「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）を当第

１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については低価法から原価法に（収益性低下による簿価切下げの方

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、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

益に与える影響はありません。 

③     「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日   終改正平成19年３月30日  企

業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成６年１月18日 

終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）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は、通常の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、リース資産として計上することにしております。 

  また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとして算定する方法によ

っております。 

  なお、リース取引開始日が適用初年度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引き続き採用しております。 

  この結果、従来の方法によった場合に比べて、有形固定資産に与える影響はなく、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もありません。 

④    当第１四半期連結会計期間から、機械及び装置の耐用年数については法人税法の改正を契機として見直しを行

い、一部の資産について耐用年数を短縮して減価償却費を算定する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、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は 2,773千

円減少しております。 

  なお、セグメント情報に与える影響については、当該箇所に記載しております。 

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)

(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

(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
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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２四半期連結会計期間末 
(平成20年９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 550,090 592,436 

受取手形及び売掛金 1,129,866 1,529,373 

完成工事未収入金 419,720 589,995 

商品及び製品 1,527,946 1,335,849 

仕掛品 433,773 298,837 

未成工事支出金 625,394 301,843 

原材料及び貯蔵品 398,593 338,813 

その他 105,458 49,623 

貸倒引当金 △12,894 △14,062 

流動資産合計 5,177,950 5,022,711 

固定資産 

有形固定資産 

土地 1,513,273 1,513,273 

その他（純額） 518,664 533,428 

有形固定資産合計 2,031,937 2,046,701 

無形固定資産 11,584 11,780 

投資その他の資産 

その他 284,613 327,537 

貸倒引当金 △175,875 △211,783 

投資その他の資産合計 108,738 115,754 

固定資産合計 2,152,261 2,174,236 

資産合計 7,330,211 7,196,947 
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（単位：千円） 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９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 1,669,348 1,598,056 

工事未払金 106,483 106,214 

短期借入金 888,650 801,940 

1年内返済予定の長期借入金 829,080 909,080 

賞与引当金 167,640 133,882 

その他 850,026 611,641 

流動負債合計 4,511,228 4,160,814 

固定負債 

長期借入金 370,410 758,950 

退職給付引当金 749,828 796,395 

役員退職慰労引当金 79,338 67,086 

その他 203,248 203,793 

固定負債合計 1,402,825 1,826,224 

負債合計 5,914,053 5,987,039 

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,846,297 1,846,297 

資本剰余金 1,687,945 1,687,945 

利益剰余金 △2,270,821 △2,476,096 

自己株式 △1,177 △1,128 

株主資本合計 1,262,243 1,057,017 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △1,679 △2,123 

土地再評価差額金 136,943 136,943 

為替換算調整勘定 △3,869 △2,045 

評価・換算差額等合計 131,394 132,774 

少数株主持分 22,519 20,115 

純資産合計 1,416,158 1,209,908 

負債純資産合計 7,330,211 7,196,947 
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(2) 【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 3,323,452 

売上原価 2,393,744 

売上総利益 929,707 

販売費及び一般管理費 692,850 

営業利益 236,856 

営業外収益 

受取利息 1,348 

受取配当金 119 

為替差益 10,086 

その他 10,062 

営業外収益合計 21,616 

営業外費用 

支払利息 35,303 

支払手数料 1,572 

その他 3,457 

営業外費用合計 40,333 

経常利益 218,140 

特別利益 

固定資産売却益 566 

ゴルフ会員権売却益 7,591 

特別利益合計 8,158 

税金等調整前四半期純利益 226,298 

法人税、住民税及び事業税 20,777 

法人税等調整額 △2,157 

法人税等合計 18,619 

少数株主利益 2,403 

四半期純利益 205,275 
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９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 226,298 

減価償却費 45,952 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △37,076 

賞与引当金の増減額（△は減少） 33,757 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △46,566 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 12,252 

受取利息及び受取配当金 △1,467 

支払利息 35,303 

為替差損益（△は益） 4 

ゴルフ会員権売却損益（△は益） △7,591 

有形及び無形固定資産売却損益（△は益） △566 

売上債権の増減額（△は増加） 593,131 

未成工事受入金の増減額（△は減少） 290,766 

前受金の増減額（△は減少） △105,353 

たな卸資産の増減額（△は増加） △729,746 

仕入債務の増減額（△は減少） 71,561 

その他 18,883 

小計 399,545 

利息及び配当金の受取額 602 

利息の支払額 △35,882 

法人税等の支払額 △19,220 

営業活動によるキャッシュ・フロー 345,045 

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 △157,508 

定期預金の払戻による収入 172,000 

有形及び無形固定資産の取得による支出 △9,826 

有形及び無形固定資産の売却による収入 1,500 

投資有価証券の取得による支出 △917 

貸付金の回収による収入 280 

その他 5,281 

投資活動によるキャッシュ・フロー 10,808 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入れによる収入 488,650 

短期借入金の返済による支出 △401,940 

長期借入金の返済による支出 △468,540 

その他 △49 

財務活動によるキャッシュ・フロー △381,879 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,828 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △27,854 

現金及び現金同等物の期首残高 500,566 

現金及び現金同等物の四半期末残高 472,711 
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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。 

 なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府

令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表

規則を適用しております。 

  

当第２四半期連結会計期間（自  平成20年４月１日  至  平成20年９月30日) 
該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記
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当第２四半期連結会計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

  

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な製品 

    ①  ボーリング機器関連事業・・ボーリング機器の製造販売（ボーリングマシン、ポンプ、その他機械本 

                              体、部品、商品）、ボーリング機器のレンタル、メンテナンス及びホーム

                              ウォーターシステム関連事業等 

  ②  工事施工関連事業・・・・・建設コンサルタント、地質調査、土木・地すべり工事、建設基礎工事、さ

                            く井、温泉工事、土壌汚染改良工事 

３  「定性的情報・財務諸表等」４．その他(３)の④に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間から、機械

及び装置の一部について耐用年数を短縮して減価償却費を算定する方法に変更しております。 

  この変更に伴い従来の方法によった場合に比べ、当第２四半期連結会計期間における「工事施工関連事

業」の営業費用が 2,773千円増加し、営業利益が同額減少しております。 

  
  

該当事項はありません。 

  

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

ボーリング
機器関連事業
（千円）

工事施工
関連事業 
（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

2,077,130 1,246,321 3,323,452 ― 3,323,452

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

11,707 881 12,588 (12,588) ―

計 2,088,837 1,247,203 3,336,040 (12,588) 3,323,452

営業利益 142,065 93,889 235,954 902 236,856

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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「参考」

前中間連結損益計算書

科目

前中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日)

金額(千円)

 Ⅰ 売上高 3,156,949

 Ⅱ 売上原価 2,398,898

売上総利益 758,051

 Ⅲ 販売費及び一般管理費 661,180

営業利益 96,870

 Ⅳ 営業外収益 9,499

  １ 受取利息 982

  ２ 受取配当金 219

  ３ 賃借収入 1,010

  ４ スクラップ収入 1,667

  ５  その他 5,619

 Ⅴ 営業外費用 64,623

  １ 支払利息 50,156

  ２ 支払手数料 3,073

  ３ 為替差損 7,172

  ４ その他 4,221

経常利益 41,746

 Ⅵ 特別利益 7,762

  １ 貸倒引当金戻入益 6,292

   ２  賞与引当金戻入益 40

   ３  固定資産売却益 328

  ４ 投資有価証券売却益 1,101

 Ⅶ 特別損失 3,340

  １ 固定資産除却損 3,330

  ２ 投資有価証券売却損 9

    税金等調整前中間純利益 46,168

    法人税、住民税及び事業税 8,856

    法人税等調整額 1,022

    少数株主利益 1,005

    中間純利益 35,284
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前中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
(自  平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日)

区分  金額(千円) 
 

 Ⅰ  営業活動によるキャッシュ・フロー

       税金等調整前中間純利益 46,168

       減価償却費 46,832

       貸倒引当金の増減額（△は減少） △ 80,930

       賞与引当金の増減額（△は減少） 48,561

       退職給付引当金の増減額（△は減少） △ 128

       役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 11,321

       受取利息及び受取配当金 △ 1,201

       支払利息 50,156

       為替差損益（△は益） 19

       投資有価証券売却損益（△は益) △ 1,092

       有形及び無形固定資産除売却損 3,002

       売上債権の増減額（△は増加） 106,538

       未成工事受入金の増減額（△は減少） 527,118

       たな卸資産の増減額（△は増加） △ 491,103

       仕入債務の増減額（△は減少） △ 134,203

       その他 128,753

         小計 259,812

       利息及び配当金の受取額 1,219

       利息の支払額 △ 50,838

       法人税等の支払額 △ 31,898

    営業活動によるキャッシュ・フロー 178,295

 Ⅱ 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 △ 30,300

       定期預金の払戻による収入 60,000

       有形及び無形固定資産の取得による支出 △ 31,716

       有形及び無形固定資産の売却による収入 1,458

       投資有価証券の取得による支出 △ 2,543

       投資有価証券の売却による収入 1,843

       貸付金の回収による収入 300

       その他 269

    投資活動によるキャッシュ・フロー △ 688

 Ⅲ  財務活動によるキャッシュフロー

        短期借入れによる収入 1,003,880

        短期借入金の返済による支出 △ 803,600

        長期借入金の返済による支出 △ 468,540

        配当金の支払額 △ 23

        その他 △ 11

        財務活動によるキャッシュ・フロー △ 268,295

  Ⅳ  現金及び現金同等物に係る換算差額 58

  Ⅴ  現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 90,629

  Ⅵ  現金及び現金同等物の期首残高 636,952

  Ⅶ  現金及び現金同等物の四半期末残高 546,322
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前中間連結会計期間（自   平成19年４月１日  至  平成19年９月30日） 

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な製品 

         ①  ボーリング機器関連事業・・ボーリング機器の製造販売（ボーリングマシン、ポンプ、その他機械本 

                              体、部品、商品）、ボーリング機器のレンタル、メンテナンス及びホーム

                              ウォーターシステム関連事業等 

         ②  工事施工関連事業・・・・・建設コンサルタント、地質調査、土木・地すべり工事、建設基礎工事、さ

                              く井、温泉工事、土壌汚染改良工事 

  

セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

ボーリング
機器関連事業

(千円）

工事施工
関連事業 
(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

1,705,891 1,451,057 3,156,949 ― 3,156,949

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

84 1,352 1,436 (1,436) ―

計 1,705,975 1,452,409 3,158,385 (1,436) 3,156,949

  営業費用 1,735,238 1,326,281 3,061,520 (1,442) 3,060,078

  営業利益又は営業損失(△) △ 29,263 126,128 96,865 5 96,870
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